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【届出の対象とした募集（売出）内

国投資証券に係る投資法人の名

称】 

ジャパンリアルエステイト投資法人 

【届出の対象とした募集（売出）内

国投資証券の形態及び金額】 

形態：投資証券 

発行価額の総額：一般募集        36,445,000,000円 

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 

                    3,759,000,000円 

（注）１．発行価額の総額は、2018年３月16日現在の株式会社東京証券取引所の終値

を基準として算出した見込額であります。 
但し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当

該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集に

おける発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 
（注）２．売出価額の総額は、2018年３月16日現在の株式会社東京証券取引所の終値

を基準として算出した見込額であります。 

 

安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、当投資法人の発行する上

場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があると

きは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。そ

の後の改正を含みます。以下「金融商品取引法施行令」

といいます。）第20条第１項に規定する安定操作取引が

行われる場合があります。 

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所です。 

 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



第一部【証券情報】

第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】

（１）【投資法人の名称】

 ジャパンリアルエステイト投資法人（以下「当投資法人」といいます。） 

 （英文では、Japan Real Estate Investment Corporationと表示します。） 

 

（２）【内国投資証券の形態等】

 本書の記載に従って行われる募集（以下「一般募集」といいます。）又は売出しの対象とな

る有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を

含みます。以下「投信法」といいます。）に基づく当投資法人の投資口（以下「本投資口」と

いいます。）です。 

 本投資口は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型で

す。 

 本投資口は、社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。以下「社債株式等振

替法」といいます。）の規定の適用を受ける振替投資口であり、社債株式等振替法第227条第

２項に基づき請求される場合を除き、当投資法人は、本投資口を表示する投資証券を発行する

ことができません。 

 本投資口について、当投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に

供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付は

ありません。 

（注）投信法上、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」といいま

す。本投資口を購入した投資家は、当投資法人の投資主となります。 

 

（３）【発行数】

 69,000口 

（注）一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当投資法

人の投資主である三菱地所株式会社から6,900口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売

出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。 
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 

１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。 

 

（４）【発行価額の総額】

 36,445,000,000円 

（注）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、引受人（後記「（１３）引受け等の概要」参照）の買

取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、2018年３月16日現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として

算出した見込額であります。 

 

（５）【発行価格】

 未定 

（注）１．発行価格等決定日（後記「（１３）引受け等の概要」で定義します。以下同じです。）における株式会社東京証券取引所

の本投資口の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数

切捨て）を仮条件とします。 
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格をいい、以下「発行価

格等」といいます。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額

の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、

オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下

「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発

行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間

の末日までの期間中のインターネット上の当投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.j-re.co.jp/）（以下「新聞

等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が

行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等

の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付

され、新聞等による公表は行いません。 
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（注）２．上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2018年４月９日（月）から2018年４月12日（木）までの間のいずれかの日

（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当投資法人が一投資口当たりの

払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。 
（注）３．後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と

発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。 

 

（６）【申込手数料】

 申込手数料はありません。 

 

（７）【申込単位】

 １口以上１口単位 

 

（８）【申込期間】

 2018年４月10日（火）から2018年４月11日（水）まで 

（注）申込期間については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記申込期間に

ついては、需要状況等を勘案した上で、繰り下げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、2018年４月５日

（木）から、最短で2018年４月９日（月）まで、最長では2018年４月12日（木）までですが、実際の発行価格等決定日は、

2018年４月９日（月）から2018年４月12日（木）までの間のいずれかの日です。 
従って、申込期間は、 
① 発行価格等決定日が2018年４月９日（月）の場合、「自 2018年４月10日（火） 至 2018年４月11日（水）」 
② 発行価格等決定日が2018年４月10日（火）の場合、「自 2018年４月11日（水） 至 2018年４月12日（木）」 
③ 発行価格等決定日が2018年４月11日（水）の場合、「自 2018年４月12日（木） 至 2018年４月13日（金）」 
④ 発行価格等決定日が2018年４月12日（木）の場合、「自 2018年４月13日（金） 至 2018年４月16日（月）」 
となりますので、ご注意ください。 

 

（９）【申込証拠金】

 申込証拠金は、発行価格と同一の金額といたします。 

 

（１０）【申込取扱場所】

 後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人の全国本支店及び営業所 

 

（１１）【払込期日】

 2018年４月16日（月） 

（注）払込期日については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記払込期日に

ついては、需要状況等を勘案した上で、繰り下げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、2018年４月５日

（木）から、最短で2018年４月９日（月）まで、最長では2018年４月12日（木）までですが、実際の発行価格等決定日は、

2018年４月９日（月）から2018年４月12日（木）までの間のいずれかの日です。 
従って、払込期日は、 
① 発行価格等決定日が2018年４月９日（月）の場合、「2018年４月16日（月）」 
② 発行価格等決定日が2018年４月10日（火）の場合、「2018年４月17日（火）」 
③ 発行価格等決定日が2018年４月11日（水）の場合、「2018年４月18日（水）」 
④ 発行価格等決定日が2018年４月12日（木）の場合、「2018年４月19日（木）」 
となりますので、ご注意ください。 

 

（１２）【払込取扱場所】

 三井住友信託銀行株式会社 東京中央支店 

 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 

（注）上記払込取扱場所では、本投資口の買付けの申込みの取扱いを行いません。 
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（１３）【引受け等の概要】

2018年４月９日（月）から2018年４月12日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格

等決定日」といいます。）に決定される発行価額（引受価額）にて、引受人は本投資口の買取

引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払

込期日に発行価額の総額を当投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額

は、引受人の手取金とします。当投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 

 

引受人の名称 住所 引受投資口数 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

未定 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 

証券株式会社 
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

合計 69,000口 

（注）１．当投資法人は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。 
（注）２．共同主幹事会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社

であります。なお、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は共同ブックランナー

です。 
（注）３．各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。 

 

（１４）【振替機関に関する事項】

 株式会社証券保管振替機構（以下「振替機関」といいます。） 

 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

 

（１５）【手取金の使途】

 一般募集における手取金（36,445,000,000円）（（注）１．）については、発行価格等決定

日が2018年４月９日（月）又は2018年４月10日（火）の場合には特定資産（（注）２．）の取

得資金及び短期の借入金の一部返済に充当し、また、発行価格等決定日が2018年４月11日

（水）又は2018年４月12日（木）の場合には借入金（（注）３．）の一部返済に充当します。

また、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得、又は借入金の返済に充当します。

なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限

（3,644,000,000円）（（注）１．）については、短期の借入金の一部返済に充当する予定で

すが、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充当します。 

（注）１．上記の手取金は、2018年３月16日現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として算出した見込額であります。 
（注）２．後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の補完情報 １ オファリング・ハイライト （1） スポンサーからの物件

取得を通じた資産規模１兆円の達成」に記載の新宿フロントタワーのことをいいます。 
（注）３．発行価格等決定日が2018年４月11日（水）又は2018年４月12日（木）の場合、新宿フロントタワーは2018年４月17日付で

実行する借入金により取得し、一般募集における手取金を当該借入金を含む借入金の一部返済に充当します。 

 

（１６）【その他】

① 申込みの方法は、前記「（８）申込期間」に記載の申込期間内に前記「（10）申込取扱場

所」に記載の申込取扱場所へ前記「（９）申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて申込

みをするものとします。 

② 申込証拠金のうち発行価額（引受価額）相当額は、払込期日に新投資口払込金に振替充当

します。 

③ 申込証拠金には、利息をつけません。 
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④ 一般募集の対象となる本投資口の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。 

従って、受渡期日は、 

（イ）発行価格等決定日が2018年４月９日（月）の場合、「2018年４月17日（火）」 

（ロ）発行価格等決定日が2018年４月10日（火）の場合、「2018年４月18日（水）」 

（ハ）発行価格等決定日が2018年４月11日（水）の場合、「2018年４月19日（木）」 

（ニ）発行価格等決定日が2018年４月12日（木）の場合、「2018年４月20日（金）」 

となりますので、ご注意ください。 

⑤ 一般募集の対象となる本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。社債株式等

振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座で

の振替により行われます。 

 

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１）【投資法人の名称】

 前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（１）投資法人の名

称」と同じです。 

 

（２）【内国投資証券の形態等】

 売出しの対象となる有価証券は、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる

一般募集）（２）内国投資証券の形態等」と同じです。 

 

（３）【売出数】

 6,900口 

（注）１．上記売出数は、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株

式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの口数です。上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの

上限口数を示したものであり、需要状況等により減少することがあり、又はオーバーアロットメントによる売出しそのも

のが全く行われない場合があります。 
（注）２．オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、オーバーアロットメントによる売出しのために、一般募

集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当投資法人の投資主である三菱地所株式会社より6,900口を上限

として借り入れる本投資口です。 
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別

記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。 
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書

の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂

正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当投資法人のウェブサイト（［URL］

http://www.j-re.co.jp/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内

容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格

等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の

訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

 

（４）【売出価額の総額】

 3,759,000,000円 

（注）売出価額の総額は、2018年３月16日現在の株式会社東京証券取引所の終値を基準として算出した見込額です。 
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（５）【売出価格】

 未定 

（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（５）発行価格」に記載の発行価格と同一

の価格とします。 

 

（６）【申込手数料】

 申込手数料はありません。 

 

（７）【申込単位】

 １口以上１口単位 

 

（８）【申込期間】

 2018年４月10日（火）から2018年４月11日（水）まで 

（注）上記申込期間は、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（８）申込期間」に記載の一般募集の

申込期間と同一とします。 

 

（９）【申込証拠金】

 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とします。 

 

（１０）【申込取扱場所】

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社の本店及び全国各支店 

 

（１１）【受渡期日】

 2018年４月17日（火） 

（注）上記受渡期日は、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（１６）その他 ④」に記載の受渡期

日と同一とします。 

 

（１２）【払込取扱場所】

 該当事項はありません。 

 

（１３）【引受け等の概要】

 該当事項はありません。 

 

（１４）【振替機関に関する事項】

 前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（１４）振替機関に関

する事項」と同じです。 

 

（１５）【手取金の使途】

 該当事項はありません。 

 

（１６）【その他】

① 申込みは、申込期間内に申込取扱場所へ申込証拠金を添えて行うものとします。 

② 申込証拠金には、利息をつけません。 

③ オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、受渡期日から売買を行う

ことができます。社債株式等振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座

管理機関における振替口座での振替により行われます。 
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第２【新投資口予約権証券】
 

 該当事項はありません。 

 

第３【投資法人債券（短期投資法人債を除く。）】
 

 該当事項はありません。 

 

第４【短期投資法人債】
 

 該当事項はありません。 

 

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１ オーバーアロットメントによる売出し等について 

 

 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ

日興証券株式会社が当投資法人の投資主である三菱地所株式会社から6,900口を上限として借り入

れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバー

アロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオー

バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が借入投資

口の返還に必要な本投資口を取得させるために、当投資法人は2018年３月28日（水）開催の当投資

法人の役員会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする当投資法人の投資口6,900口の

第三者割当による新投資口発行（以下「本第三者割当」といいます。）を、2018年５月９日（水）

を払込期日として行うことを決議しています。 

 また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込

期間の終了する日の翌日から2018年５月２日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期

間」といいます。（注））、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東

京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限と

する本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投

資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株

式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出

しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

 さらに、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴

って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買い付けた本投資口の全部又は一

部を借入投資口の返還に充当することがあります。 

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安定操作取

引及びシンジケートカバー取引によって買付け、借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数に

ついて、本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本第三者割当

における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当にお

ける最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 

 オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出

しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメン
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トによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による上記当投資法人の投資主か

らの本投資口の借入れは行われません。従って、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当に係る

割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く行

われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。 

 上記の取引に関して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式

会社と協議の上、これらを行います。 

（注）シンジケートカバー取引期間は、 
① 発行価格等決定日が2018年４月９日（月）の場合、「2018年４月12日（木）から2018年５月２日（水）までの間」 
② 発行価格等決定日が2018年４月10日（火）の場合、「2018年４月13日（金）から2018年５月２日（水）までの間」 
③ 発行価格等決定日が2018年４月11日（水）の場合、「2018年４月14日（土）から2018年５月２日（水）までの間」 
④ 発行価格等決定日が2018年４月12日（木）の場合、「2018年４月17日（火）から2018年５月２日（水）までの間」 

となりますので、ご注意ください。 

 

２ 売却・追加発行等の制限 

 

 当投資法人は、本書に従って行われる一般募集に関し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び三菱ＵＦ

Ｊモルガン・スタンレー証券株式会社との間で、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、一般募集の発行価格等決

定日から受渡期日以降90日を経過する日までの期間、本投資口の発行（但し、本第三者割当を除き

ます。）を行わないことに合意しています。 

なお、上記の場合においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社は、その裁量で当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮

する権限を有しています。 
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第二部【参照情報】

第１【参照書類】
 

 金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「金融商品取引法」と

いいます。）第27条において準用する金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項について

は、以下に掲げる書類をご参照ください。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

 計算期間 第32期（自2017年４月１日 至2017年９月30日）2017年12月26日 関東財務局長に提

出 

 

２【半期報告書】

 該当事項はありません。 

 

３【臨時報告書】

 該当事項はありません。 

 

４【訂正報告書】

 訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を2018年３月28日に関東財務局長に提出 
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第２【参照書類の補完情報】
 

 参照書類である2017年12月26日付けの有価証券報告書（2018年３月28日提出の有価証券報告書

の訂正報告書により訂正済み。以下「参照有価証券報告書」といいます。）に関して、参照有価

証券報告書提出日後2018年３月28日（以下「本書の日付」といいます。）現在までに補完すべき

情報は、以下に記載のとおりです。 

 

 なお、本書に記載の将来に関する事項は、本書の日付現在において当投資法人が判断したもの

です。 

 

１ オファリング・ハイライト 

当投資法人は、働きやすく快適なオフィス空間を提供するとともに、優良なオフィスポート

フォリオ（（注）１．）への投資機会を提供します。 

当投資法人は、上場以来16年のトラックレコードを積み重ね、資産規模（（注）３．）１兆

円を超えるに至りました。当投資法人は、将来も選ばれ続けるREITとして、更なる成長を目指

して参ります。 

（注）１．本書において、当投資法人の保有資産及び本取得資産（（注）２．）を「ポートフォリオ」ということがあります。 
（注）２．「本取得資産」については、後記「(1) スポンサーからの物件取得を通じた資産規模１兆円の達成」において定義し

ています。 
（注）３．「資産規模」とは、ポートフォリオの取得（予定）価格（売買契約に記載された売買代金をいい、消費税及び地方消費

税並びに取得に係る費用を除きます。以下同じです。）の総額を表し、譲渡した物件については当該物件の取得価格

（取得に係る費用を除きます。）を控除しています（但し、2009年10月30日付けにて譲渡した神宮前メディアスクエア

ビルの敷地の一部（売却原価614百万円）については控除していません。以下同じです。）。建物（建物を信託財産と

する信託受益権を含みます。）のみを売却し、底地（底地を信託財産とする信託受益権を含みます。）を保有し続ける

物件については、当該建物及び底地の取得価格（取得に係る費用は除きます。）から、取得時の売買契約に記載された

建物価格を控除しています。また、「本取得資産取得後資産規模」及び「本募集後資産規模」は、2017年９月期末時点

の資産規模に本取得資産の取得（予定）価格を加算し、2018年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの建物部分の

価格（当該建物取得時の売買契約に記載された建物価格をいいます。以下同じです。）を控除したものです。以下同じ

です。 

 

（1）スポンサーからの物件取得を通じた資産規模１兆円の達成 

当投資法人はその規約に定める資産運用の基本方針及び投資態度に従い、資産運用会社であ

るジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といい

ます。）を通じ、市場において競争力のあるオフィスビルをその投資対象とし、過熱する不動

産市場において過度な競争を避け、スポンサーからの競争力の高いオフィスビルの取得を実現

しています。また、資産規模拡大により、ポートフォリオ分散が進展するとともに、保有資産

の入替えやリニューアル工事等における柔軟性の向上を実現しています。 

 

 

 

当投資法人は、本書による本投資口の募集（以下「本募集」といいます。）前の時点である

2018年１月18日付けで、渋谷クロスタワーの建物部分を譲渡し、その譲渡代金（100億円）並び

に借入金及び手元資金により、フロントプレイス日本橋（取得価格175億円）（以下「本取得済

資産」といいます。）を2018年１月19日付けで取得済みです。また、当投資法人は、本募集に

際し、２物件、504億円（取得（予定）価格合計）の下表記載の競争力が高いと考えるオフィス

ビル（以下「本新規取得資産」といい、本取得済資産と併せて以下「本取得資産」といいま

す。）を取得します。いずれも、過度な競争を避けるスポンサー等からの取得及び紹介／相対

取引を中心に幅広いネットワークを通じてその取得を実現したものです。 
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  物件名称 所在地 

取得 

（予定） 

価格 

（億円） 

取得 

（予定）日 

スポンサー

物件 

（（注）

１．） 

相対 

（（注）

２．） 

本取得済 

資産 

フロントプレイス 

日本橋 
東京都中央区 175 

2018年 

１月19日 
○ ○ 

本新規取

得資産 

新宿イースト 

サイドスクエア 

（追加取得） 

東京都新宿区 254 
2018年 

３月30日 
○ ○ 

新宿フロント 

タワー 
東京都新宿区 250 

2018年 

４月17日 
○ ○ 

（注）１．「スポンサー物件」とは、スポンサー等からの取得又はスポンサー等からの紹介による取得物件を意味しま

す。「スポンサー」とは、本資産運用会社の株主である三菱地所株式会社（2017年９月末日時点の本資産運用

会社への出資比率90％）及び三井物産株式会社（同10％）を意味します。「スポンサー等」とは、①スポンサ

ー２社、②本資産運用会社の株主であった時期における東京海上日動火災保険株式会社及び第一生命保険株式

会社、③上記①又は②のいずれか１社が50％以上出資する特別目的会社（ＳＰＣ）を意味します。以下同じで

す。 
（注）２．「相対」とは、相対取引をいい、入札によらず物件の取得に至った取引を意味します。以下同じです。 

 

（2）16年超の運用を通じて実現してきた投資主価値の向上 

当投資法人は2001年９月に日本のREITとして初の上場後16年超の運用実績を有し、本募集を

含む11回の公募増資を実施しています。また、運用実績に裏付けられた高いマネジメント力に

より、様々な点で投資主価値の向上を実現しています。具体的には、直近期である2017年９月

期の当投資法人の１口当たり分配金は9,096円であり、７期連続で上昇しています。また、本募

集後１口当たりNAV（（注）１．）は、507,141円（11期連続上昇中（（注）２．））であり、

本募集後含み益（（注）３．）は、1,920億円（11期連続上昇中（（注）２．））です。 

 

 

 

（注）１．「１口当たりNAV」とは、純資産総額に含み益を加えた金額を、発行済投資口の総口数で除した金額をいい、

「本募集後１口当たりNAV」は以下の計算式に求められる数値を記載しています。なお、小数点以下を切り捨て

た値を記載しています。 
本募集後の１口当たりNAV＝（2017年９月期末時点のNAV＋本取得資産の鑑定評価額合計－本取得資産の取得

（予定）価格合計－（2018年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの建物部分の譲渡時の鑑定評価額－

2018年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの建物部分の譲渡簿価）＋本募集における発行価額の総額

＊）÷本募集後の当投資法人の発行済投資口の総口数＊＊ 
＊「本募集における発行価額の総額」は、一般募集における発行価額の総額36,445,000,000円に、本第三者割

当における発行価額の総額3,644,000,000円を加えた金額を使用しています。なお、一般募集における発行価額

の総額及び本第三者割当における発行価額の総額のいずれも、2018年３月16日現在の東京証券取引所における

本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。また、本第三者割当については、募集投資口数

の全部についてＳＭＢＣ日興証券株式会社により申し込まれ、払込みがなされることを前提としています。実

際の本募集における発行価額の総額が前記見込額と異なる場合又は本第三者割当の全部若しくは一部について

払込みがなされないこととなった場合には、実際の本募集による手取金の見込額も変動することがあります。

すなわち、実際の本募集における発行価額の総額が前記見込額よりも少額となった場合又は本第三者割当の全

部若しくは一部について払込みがなされないこととなった場合には、その分、実際の１口当たりNAVが上表記載

の数値よりも低くなることがあります。また、実際の本募集における発行価額の総額が前記見込額よりも多額

となった場合には、その分、実際の１口当たりNAVは上表記載の数値よりも高くなることがあります。 
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＊＊「本募集後の当投資法人の発行済投資口の総口数」は、2017年９月期末の発行済投資口の総口数に、一般

募集における発行口数69,000口及び本第三者割当における発行口数の上限6,900口を加えた数値を使用していま

す。 
（注）２．「本募集後１口当たりNAV」及び「本募集後含み益」における「11期連続上昇中」とは、2017年９月期末時点に

おける数値であり、本募集後の数値をさすものではありません。 
（注）３．「含み益」とは、各保有資産における鑑定評価額と帳簿価額の差額の合計をいい、「本募集後含み益」は以下

の計算式に求められる数値を記載しています。以下同じです。 
本募集後含み益＝2017年９月期末時点の含み益＋本取得資産の鑑定評価額合計－本取得資産の取得（予定）価

格合計－（2018年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの建物部分の譲渡時の鑑定評価額－2018年１月18

日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの建物部分の譲渡簿価） 

 

（3）前回公募増資（（注）１．）以降の着実な運用トラックレコード 

当投資法人はスポンサーからのサポートを活用して継続的な物件取得及び入替えを行いなが

ら着実な外部成長を実現し、バランスのとれたポートフォリオを構築しています。加えて、本

資産運用会社の高いポートフォリオ運用力により、以下のとおり、着実な内部成長を実現して

います。 

具体的には、当投資法人は前回公募増資の払込みを完了した2015年９月期から本募集後まで

の間に、本取得資産を含め10物件（（注）２．）を取得済み又は取得するものであり、また、

４物件を譲渡しています。また、当投資法人は、５期連続で、各期における増額改定（（注）

３．）による賃料増加額が減額改定（（注）３．）による賃料減少額を上回っています。さら

に、2017年９月期末時点における、当投資法人のポートフォリオ全体の入居率（（注）４．）

は99.1％に至っています。 

 

 

 

（注）１．「前回公募増資」とは、2015年３月18日公表の当投資法人の投資口54,000口の一般募集及びこれと同時に役員

会にて決議されたＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする当投資法人の投資口3,780口の第三者割当による新

投資口発行を指します。以下同じです。 
（注）２．同一の物件を複数回にわたり取得している場合は、各取得を１物件と算定しています。 
（注）３．「賃料の増減額改定」とは、賃料の増額改定及び減額改定を指します。「増額改定」とは、ポートフォリオに

係る賃貸借契約期間の満了時において、過去に合意した賃料を超える賃料へ増額するとの契約改定をした場合

を指します。「減額改定」とは、ポートフォリオに係る賃貸借契約期間の満了時において、過去に合意した賃

料を下回る賃料へ減額するとの契約改定をした場合を指します。また、増額改定による賃料増加額が減額改定

による賃料減少額を上回る場合を「賃料改定による増額」といいます。以下同じです。 
（注）４．「入居率」は、各期末時点のポートフォリオ全体の賃貸面積を賃貸可能面積で除して算定し、小数点第二位を

四捨五入して表示しています。以下同じです。 

 

（4）スポンサーからの継続的なサポートと内部成長余地のあるポートフォリオ 

日本有数の総合デベロッパーである三菱地所株式会社及び総合商社である三井物産株式会社

が当投資法人のスポンサーを務めており、スポンサーの持つ、業態及び企業系列を超えた幅広

い分野における専門的知識・経験・ノウハウを当投資法人の資産取得・管理・運用及び資金調

達等に活かして参りました。また引き続き、スポンサーは（ⅰ）物件供給及び物件紹介に係る

サポート、（ⅱ）人的サポート並びに（ⅲ）運営管理に係るサポート等を通じて当投資法人の

成長をサポートしています。また、2017年９月期末時点の当投資法人のポートフォリオ全体の

月額賃料ギャップ（乖離率）（注）は▲32百万円（▲0.7％）であり、今後の内部成長を追求し

得る潜在的な可能性を秘めるポートフォリオ構成になっています。 
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（注）「月額賃料ギャップ（乖離率）」の詳細は、後記「５ 内部成長戦略（4）賃料ギャップの推移」をご参照くださ

い。以下同じです。 

 

＜資産規模と１口当たり分配金の推移＞ 

当投資法人の上場時、2012年９月期から2017年９月期までの１口当たり分配金（（注）

１．）、並びに同期間の各期末及び本募集後の資産規模の推移は以下のとおりです。 

当投資法人の上場時の資産規模は928億円、2012年９月期末の資産規模は7,406億円であり、

その後継続的な物件取得及び入替えを実施しながら資産規模の拡大とバランスのとれたポート

フォリオの構築を実現し、本募集後の資産規模は１兆152億円となる見込みです。また2012年

９月期の１口当たり分配金は7,850円でしたが、継続的な外部成長及び内部成長を通じて、

2017年９月期の１口当たり分配金は9,096円に上昇しています。当投資法人は今後も継続的な

物件取得及び入替え等を通じた資産規模の拡大と内部成長を通じた分配金の成長を目指す方針

です。 

 

 

 

（注）１．2013年９月期（第24期）以前の１口当たり分配金は、2014年１月１日付で投資口１口当たり２口の割合による

投資口の分割を実施したため、各期の１口当たり分配金を２で除し、小数点以下を切り捨てた値を記載してい

ます。 
（注）２．「上場 2001年９月」とは、2001年９月10日付けの東京証券取引所への上場を指します。 
（注）３．「公募増資 2012年10月」とは、2012年10月12日公表の当投資法人の投資口41,000口の一般募集及びこれと同

時に役員会にて決議されたＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする当投資法人の投資口4,100口の第三者割当

による新投資口発行を指します。 
（注）４．「公募増資 2014年４月」とは、2014年３月27日公表の当投資法人の投資口57,500口の一般募集及びこれと同

時に役員会にて決議されたＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする当投資法人の投資口5,750口の第三者割当

による新投資口発行を指します。 
（注）５．「公募増資 2015年４月」は、前回公募増資を意味します。 
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２ 中長期的な競争力強化に向けた取組み～前回公募増資以降（３年間）のトラックレコード～ 

 

（1）前回公募増資以降の資産取得及び譲渡実績 

当投資法人は、前回公募増資以降、本取得資産を含めて、10物件（（注）１．）（取得（予

定）価格合計1,234億円）を取得済み又は取得するものであり、また、４物件（譲渡価格

（（注）２．）合計174億円）の譲渡を実行しました。 

（注）１．同一の物件を複数回にわたり取得している場合は、各取得を１物件と算定しています。 
（注）２．「譲渡価格」とは、当該譲渡物件取得時の取得価格（取得に係る費用を除きます。）を指し、建物（建物を信

託財産とする信託受益権を含みます。）のみを売却し、底地（底地を信託財産とする信託受益権を含みま

す。）を保有し続ける物件については、取得時の売買契約に記載された建物価格を指しています。 

 

当投資法人は、これら前回公募増資以降の10物件の取得及び４物件の譲渡に際し、以下の戦

略を実践しています。 

 

 

 

（注）１．「都心５区」とは、東京23区の内、千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区を指します。以下同じです。 
（注）２．「地方中核都市」の詳細は、後記「３ ポートフォリオマネジメント（1）多様なテナントニーズに対応した幅広いラインナ

ップのオフィスポートフォリオ ②ポートフォリオマップ(本募集後)」をご参照ください。以下同じです。 
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（注）１．「大規模オフィスビル」とは、建物全体の延床面積が10,000㎡以上のオフィスビルを指します。以下同じです。 
（注）２．「中・小規模オフィスビル」とは、建物全体の延床面積が10,000㎡未満のオフィスビルを指します。以下同じで

す。 
（注）３．「その他都市」とは、都心５区を除く全国の都市を指します。以下同じです。 
（注）４．各物件の築年数は、2018年５月９日時点における築年数を小数点第二位を四捨五入して表示しています。 
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（2）ポートフォリオの質の向上 

下記のグラフは、2015年９月期末及び本募集後における平均築年数、資産規模、含み益及び

賃貸可能面積の増減の比較を示したものです。 

 

 

 

 

 

（注）１．「平均築年数」とは、ポートフォリオの平均築年数を指し、以下のとおり算定しています。なお、小数点第二

位を四捨五入して算定しています。 
2015年９月期末の平均築年数は、2015年９月期末の当投資法人の保有物件（底地のみ保有している物件は除き

ます。）に係る、2015年９月末時点における築年数を、取得価格ベースにて加重平均して算定しています。 
本募集後の平均築年数は、本取得資産取得後の当投資法人の保有物件（底地のみ保有している物件は除きま

す。）に係る、2018年５月９日時点における築年数を、取得（予定）価格ベースにて加重平均して算定してい

ます。 
（注）２．本募集後の破線は、2015年９月期末以降に当投資法人が行った資産取得及び譲渡並びに本取得資産の取得を行

わない場合の2018年５月９日時点における平均築年数を試算したものです。 
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（3）投資主価値の向上 

下記のグラフは、2015年９月期末から2017年９月期末までの１口当たりNAV及び１口当たり分

配金の推移を示したものです。 
 

 

 

（注）上図における「１口当たりNAV」は、単位未満を切り捨てて表示しています。 
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３ ポートフォリオマネジメント 

 

（1）多様なテナントニーズに対応した幅広いラインナップのオフィスポートフォリオ 

当投資法人は、中長期的に競争力の高い幅広いラインナップのオフィスポートフォリオを構

築することで、多様なテナントニーズに対応するとともに、様々なテナントの入居を見込むこ

とができると考えます。地域及びオフィスグレードに特定の偏りが生じることなく１兆円を超

えるポートフォリオを構築することによって、オフィステナントの多様なニーズを捉えること

が可能になり、こうしたポートフォリオを有することが、結果として当投資法人の中長期的な

安定収益の確保につながると当投資法人は考えています。以下は、本募集後における当投資法

人の保有資産につき、資産のエリア分散状況とポートフォリオマップを示したものです。 

 

① エリア分散状況（賃貸可能面積ベース）(本募集後) 

当投資法人は、都心５区を中心に全国に分散する多数のオフィスビルへ投資することで、多

業種かつ多様なテナントニーズに対応できる競争力の高いポートフォリオを構築しています。

下記のグラフは、賃貸可能面積ベースで、大規模オフィスビル及び中・小規模オフィスビルの

各エリアでの本募集後における分散状況を示したものです。 

 

 

 

（注）１.「首都圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県を指し、「その他首都圏」とは、都心５区を除く首都圏

を指します。以下同じです。 
（注）２.「地方」とは、都心５区及びその他首都圏を除く地域を指します。以下同じです。 
（注）３.ポートフォリオ全体のエリア分散状況については、2017年９月期末時点のポートフォリオ全体の賃貸可能面積合

計に本取得資産の賃貸可能面積を加算し、2018年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの賃貸可能面積を控

除した数値をポートフォリオ全体の賃貸可能面積合計として、各割合を算出しています。 
（注）４.都心５区のエリア分散状況については、2017年９月期末時点の都心５区に所在する建物の賃貸可能面積合計に本

取得資産の賃貸可能面積を加算し、2018年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの賃貸可能面積を控除した

数値を都心５区に所在する建物の賃貸可能面積合計として、各割合を算出しています。 
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② ポートフォリオマップ(本募集後) 

（i）１兆円を超える幅広いラインナップのオフィスポートフォリオを構築 

当投資法人は都心５区を中心とした首都圏に加え、地方中核都市（注）の中でも、駅前や繁

華街の中心に立地し、テナントの就業者にとって使い勝手が良く、また環境性能にも優れるな

ど、質が高く中長期的に競争力の高いオフィスビルに厳選投資しています。 

（注）「地方中核都市」とは、地方のうち、県庁所在地及び人口30万人以上を有する都市を指します。 
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（ⅱ）都心５区を中心にオフィスエリア毎の特性を考慮したバランスのとれたポートフォリオ 

当投資法人は、本募集後において、保有資産の48.6％ (賃貸可能面積ベース)を都心５区に

投資しており、その中でも複数の主要ターミナル駅や地下鉄へのアクセスに優れたエリアを幅

広く網羅しています。また、オフィスエリア毎の特性を考慮した、バランスのとれたポートフ

ォリオを構築しています。こうしたポートフォリオを有することが、オフィステナントの様々

なニーズを捉え、結果として当投資法人の中長期的な競争力の強化につながると考えていま

す。 
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４ 強力なスポンサーサポートによる外部成長の実現 

 

（1）前回公募増資以降（３年間）の当投資法人及びスポンサー間の取引実績 

前回公募増資以降（３年間）における当投資法人及びスポンサー間の取引は以下のとおりで

す。当投資法人は、スポンサーからの物件取得に加え、スポンサーとの間での、築年数が経過

し競争力の低下した物件と築浅で競争力の高い物件の入替えを通じたポートフォリオの質の向

上及び収益基盤の維持・拡大を図っています。 

 

 

 

 

（2）相対取引を中心とした強固な物件取得基盤 

上場以来の当投資法人による物件（信託受益権を含みます。）の取得は取得（予定）価格ベ

ースで１兆719億円（（注）１．）であり、その内訳は以下のとおりです。 

 

 

当投資法人は、市場での過度な物件取得競争を極力避け、良質な物件を継続的に取得し、資

産規模の拡大を図るべく、スポンサーを中心とする独自の取得基盤を活用し、相対での取引に

注力して物件の取得を行って参りました。上場以来の当投資法人による物件（信託受益権を含

みます。）の取得は、取得（予定）価格ベースで１兆719億円（（注）１．）であり、そのうち

売主との相対取引により物件の取得に至ったものが8,113億円（92物件）を占め、そのうちの

5,037億円（46物件）はスポンサー等との相対取引、946億円（13物件）がスポンサー等からの

紹介となっています。なお、相対取引以外の2,606億円の取引（15物件）は、入札（（注）

２．）により、当投資法人が売主との交渉権を得た上で物件を取得したものであり、このう
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ち、1,879億円（７物件）がスポンサー等からの取得又はスポンサー等からの紹介によって入札

に参加し、取得した物件です。 

（注）１．本取得資産を含みます。また、譲渡済みの10物件については、当該物件を取得した際の取得価格（取得に係る

費用は除きます。）を含めて計算しています。比率は当該取得価格を、上場以来の当投資法人による物件（信

託受益権及び譲渡済み資産を含みます。）の取得価格（１兆719億円）で除した上、小数点第二位を四捨五入し

て算出しています。 
（注）２．「入札」とは、売主により開示されたスケジュール、入札要項等に基づき、複数の購入希望者が同時に価格、

条件等を提示する形式を意味します。 

 

 相対取引により取得した主な資産は以下のとおりであり、全体金額の75.7％（取得（予

定）価格ベース）を占めています。 

 

具体的取得方法 
物件数 

（件） 

金額 

（億円） 
各方法による主な取得資産 

相対取引に 

よる取得 

スポンサー等から

の取得 
46 5,037 

晴海フロント、赤坂パーク

ビル 

スポンサー等から

の紹介 
13 946 汐留ビルディング 

スポンサー等以外

からの取得 
33 2,128 名古屋広小路プレイス 

合計 92 8,113  

 

また、入札によって取得した主な資産は以下のとおりです。 

具体的取得方法 
物件数 

（件） 

金額 

（億円） 
各方法による主な取得資産 

入札による 

取得 

スポンサー等から

の取得 
5 717 MMパークビル 

スポンサー等から

の紹介 
2 1,161 北の丸スクエア 

スポンサー等以外

からの取得 
8 726 

AER、梅田スクエアビルデ

ィング 

合計 15 2,606  

 

なお、相対取引による取得と入札による取得を合わせた場合の具体的取得方法毎の金額

内訳は以下のとおりです。スポンサー等からの取得又は紹介は全体金額の73.4％（取得

（予定）価格ベース）を占めています。 

具体的取得方法 
物件数 

（件） 

金額 

（億円） 

比率 

（注） 

スポンサー等からの取得 51 5,755 
73.4％ 

スポンサー等からの紹介 15 2,108 

スポンサー等以外からの取得 41 2,855 26.6％ 

合計 107 10,719 100.0％ 

（注）「比率」は、小数点第二位を四捨五入して算出しています。 
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（3）スポンサーとのコラボレーション 

上場以来、当投資法人は、スポンサーである三菱地所株式会社とのコラボレーション（注）

を通じて、ポートフォリオの質の向上及び収益基盤の維持・拡大を図っています。以下の事例

は、当投資法人とスポンサーとの間で、築年数が経過した当投資法人の保有物件と隣接するビ

ルを協同して建て替えることを検討し、保有物件の建物部分と築浅で市場競争力の高い物件と

の入替えを行ったものです。当投資法人は、建物部分のみを売却し底地を継続保有することで

地代収入を確保し、入れ替えにより取得したビルからの賃料収入の確保により収益の安定性を

確保することができました。また、再開発後のビル取得に係る優先交渉権を確保することで将

来的な資産規模拡大及び収益基盤の拡大が期待できます。 

（注）「コラボレーション」とは、スポンサーとの相対取引の推進や、スポンサーと協同した再開発プロジェクトへの取組み

等を通じて、当投資法人のポートフォリオ価値の維持・向上及び更なる外部成長を推進する取組みを指します。 

 

 

 

 
（注）１．「（仮称）新宿南口プロジェクト」の外観写真は、本書の日付現在の計画に基づく完成予想図であり、実際と

は異なる場合があります。また、当投資法人は再開発後のビル取得に係る優先交渉権を有しておりますが、本

書の日付現在、当投資法人が取得する具体的な予定はなく、今後取得できる保証もありません。 
（注）２．「地域貢献施設」とは、施設利用者や地域住民等に対して、防災や保育等に関する公共サービスを提供する施

設をいいます。 
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５ 内部成長戦略 

当投資法人は2017年９月期末時点で、ポートフォリオ全体として99.1％の高い入居率を達成

しています。また、５期連続（2015年９月期から2017年９月期）で増額改定による賃料増加額

が減額改定による賃料減少額を上回っており、ポートフォリオ全体の賃料ギャップもマイナス

に突入している（すなわち、賃料引上げ余力がある)こと等から、今後も賃料改定による増額に

よりポートフォリオの収益拡大が見込まれます。 

 

（1）入居率の推移 

当投資法人の入居率（注）は、マーケット入居率（注）を上回る高い水準で安定的に推移し

ています。当投資法人の保有する多様なテナントニーズに応えることのできるポートフォリオ

がマーケットから評価された結果であると当投資法人は考えています。 

 

 

 

 

（出所）シービーアールイー株式会社（以下「CBRE社」といいます。）作成の資料を基に、本資産運用会社において作

成。 
（注）「当投資法人の入居率」は、当投資法人が保有する各物件の各月末における入居率を、各物件の賃貸可能面積で加

重平均して算出しています。また、「マーケット入居率」は、CBRE社作成の資料に基づく、当投資法人が保有する

各物件（CBRE社分類による所在エリア区分に含まれない物件は除きます。）に係るCBRE社の分類による所在エリア

のマーケットデータとして提供する入居率（但し、各四半期末以外の各月末においては、当該各四半期末の入居率

を本資産運用会社にて月次の情報に補正した入居率）を当投資法人が保有する各物件（CBRE社の分類による所在エ

リア区分に含まれない物件は除きます。）の賃貸可能面積で加重平均して算出しています。なお、小数点第二位を

四捨五入して算定しています。 
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（2）グレード別想定成約賃料及び都心５区空室率の推移 

足許において低水準の供給、底堅い需要により東京のオフィスマーケットは堅調に推移して

います。下記のグラフで示されているとおり、グレードにより賃料水準は大きく異なっていま

す。当投資法人が保有するポートフォリオは賃料水準が異なる複数のグレードの物件により構

成されており、テナントの多様なニーズに対応可能であると同時に、優良な物件の大量供給が

予想される中でも、大量供給の影響を受けにくいポートフォリオを実現していると当投資法人

は考えています。 

 

 

 

 

 

（出所）CBRE社作成の資料を基に、本資産運用会社において作成。 
（注）１．「想定成約賃料」は、CBRE社が独自に設定したオフィスエリア内にある、原則として延床面積1,000坪以上、か

つ新耐震基準に準拠した賃貸オフィスビルのサンプル調査に基づく想定成約賃料であり、共益費を含みます

が、フリーレント等のインセンティブは考慮しないものをいいます。 
（注）２．「グレードＡ 想定成約賃料」とは、都心５区に所在する、原則として基準階面積500坪以上、貸室総面積

6,500坪以上、延床面積10,000坪以上、築11年未満の賃貸オフィスビルを対象とした想定成約賃料をいいます。 
（注）３．「グレードＡマイナス 想定成約賃料」とは、都心５区に所在する、原則として基準階面積250坪以上、貸室総

面積4,500坪以上、延床面積7,000坪以上の賃貸オフィスビルを対象とした想定成約賃料をいいます。 
（注）４．「グレードＢ 想定成約賃料」とは、都心５区に所在する、原則として基準階面積200坪以上、延床面積2,000

以上7,000坪未満の賃貸オフィスビルを対象とした想定成約賃料をいいます。 
（注）５．「空室率」の調査は、CBRE社が独自に設定したオフィスエリア内にある、原則として延床面積1,000坪以上、か

つ新耐震基準に準拠した賃貸オフィスビルのうち、集計時点で即入居可能であるものを対象としたものです。 
（注）６．「都心５区空室率」とは、都心５区における空室率をいいます。 
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（3）契約賃料月額の増減の推移 

ポートフォリオ全体の契約賃料月額は、５期連続（2015年９月期から2017年９月期）で、賃

料改定による増額を達成しています。 

 

 

 

 

（4）賃料ギャップの推移 

下記のグラフのとおり、ポートフォリオ全体の「期末賃料ギャップ（ネット）（（注）

２．）」はマイナスに突入しています。すなわち、当投資法人のポートフォリオの賃料はマー

ケット賃料よりも低い水準にあり、当投資法人のポートフォリオは月額賃料を更に増額させる

余力があると考えています。 

 

 

 

（出所）CBRE社作成の資料を基に、本資産運用会社において作成。 
（注）１．本「（4）賃料ギャップの推移」において、「月額賃料」とは、ポートフォリオに係る、各期に有効な賃貸借契

約上定められた賃料・共益費等をいいます。また、保有資産に住宅部分が含まれている場合、当該月額賃料には

住宅部分の賃料・共益費等は含みません。また、当該賃貸借契約において、フリーレント等が定められている場

合、フリーレント等を考慮に入れずに収受すべき賃料・共益費等を算出しています。 
「契約月額賃料総額」とは、各期末時点におけるポートフォリオに係る月額賃料の合計をいいます。以下同じで

す。 
（注）２．「期末賃料ギャップ（ネット）」とは、期末賃料ギャップ（マーケット賃料超過）と期末賃料ギャップ（マーケ

ット賃料未達）の差をいいます。 
（注）３．「マーケット賃料超過」は、以下の計算式により算定しています。なお、小数点第二位を四捨五入して算定して

います。 
「マーケット賃料超過」＝超過月額賃料／契約月額賃料総額×100 
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「超過月額賃料」とは、各期末時点における当投資法人が保有する各資産に係る普通賃貸借契約（１年以上の解

約禁止期間が残存しているものを除きます。）又は契約残存年数１年未満の定期賃貸借契約上定められた月額の

賃料・共益費等が、CBRE社により査定された各期末時点における当該各資産の月額賃料・共益費等の上限額を上

回る場合における、その超過分の合計をいいます。 
（注）４．「マーケット賃料未達」とは、以下の計算式により算定しています。なお、小数点第二位を四捨五入して算定し

ています。 
「マーケット賃料未達」＝未達月額賃料／契約月額賃料総額×100 
「未達月額賃料」とは、各期末時点における当投資法人が保有する各資産に係る普通賃貸借契約（１年以上の解

約禁止期間が残存しているものを除きます。）又は契約残存年数１年未満の定期賃貸借契約上定められた月額の

賃料・共益費等が、CBRE社により査定された各期末時点における当該各資産の月額賃料・共益費等の下限額を下

回る場合における、その未達分の合計をいいます。 
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６ 財務の状況 

当投資法人は、安定した資金調達力の保持、投資家・金融機関等からの信頼構築と維持、高

格付けの維持を目指すことにより、健全な財務体質を保持し、着実な安定運用を目指します。 

 

（1）格付けの状況 

2018年３月16日現在、当投資法人は、長期にわたる健全な財務運営を評価され、以下の３社

の信用格付業者からJ-REITにおいて最上位の水準の格付け（注）を取得しています。なお、当

投資法人の投資口に付された信用格付ではありません。 

信用格付業者 格付内容 

Ｓ＆Ｐグローバル・ 

レーティング・ジャパン株式会社 
長期発行体格付け：Ａ＋ アウトルック：安定的 

ムーディーズ・ジャパン株式会社 発行体格付：Ａ１ 格付見通し：安定的 

株式会社格付投資情報センター 

（Ｒ＆Ｉ） 
発行体格付：ＡＡ 格付の方向性：安定的 

（注）上記３社の信用格付業者によりJ-REITに付与された格付けに限定して比較しており、上記信用格付業者以外による

格付けにつきましては考慮していません。 

 

なお、本投資口について、当投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは

閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用

格付はありません。 

 

（2）有利子負債の状況 

2017年９月期末時点における当投資法人の有利子負債の状況は、以下のとおりです。 
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（3）支払利息及び平均利率の推移 

2012年９月期末から2017年９月期末における当投資法人の借入金と投資法人債の支払利息の

合計及び平均利率の推移は、下記のグラフのとおりです。 

 

 

 

（注）「平均利率」は、各期における加重平均を記載しており、小数点第三位を四捨五入しています。なお、金利変動リ

スクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を

勘案した期中加重平均利率を記載しています。 

 

（4）資金調達手段の多様化 

当投資法人は、J-REIT初の取組みとなる外貨建投資法人債（私募債）の発行及びDBJ Green 

Building 認証（注）付投資法人債（私募債）の発行など資金調達手段の多様化を図っていま

す。 

 

 

 

（注）「DBJ Green Building 認証」とは、単純な経済性だけではなく、「環境・社会への配慮」を併せ持つ不動産

（Green Building）の普及のため、建物の環境性能のみならず、テナントの快適性・地域コミュニティへの関わ

り・リスクマネジメント等の観点から評価を行う日本政策投資銀行（DBJ）独自の認証制度であり、５段階（「５つ

星」（国内トップクラスの卓越した「環境・社会への配慮」がなされたビル）、「４つ星」（極めて優れた「環

境・社会への配慮」がなされたビル）、「３つ星」（非常に優れた「環境・社会への配慮」がなされたビル）、

「２つ星」（優れた「環境・社会への配慮」がなされたビル）又は「１つ星」（十分な「環境・社会への配慮」が

なされたビル））の認証が付与されます。以下同じです。 
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７ ESG（環境・社会・ガバナンス）への取組み 

継続的な企業価値向上を図る上で、ESG（Environment：環境、Social：社会、Governance：

ガバナンス）への取組みが重要であるという考え方が広く認知されつつあります。当投資法人

は、このような潮流をしっかりと受け止め、不動産投資運用業務におけるESGの重要課題への取

組みを、これまで以上に積極的に推進することが、本資産運用会社において、企業として果た

すべき社会的責務であると考えています。 

 

（1）取組み事例 

① テナントと協働した環境貢献 

当投資法人は、テナントと協働した環境貢献を目指し、運用及び設備改修の両面からグリ

ーンリース（注）の導入を順次実施していきます。また、当投資法人は、テナントと一体と

なってサステナビリティ（社会の持続可能性）関連の取組みを推進すべく、様々な活動を行

っています。 

（注）「グリーンリース」とは、ビルオーナーとテナントが協力し、省エネ対応等、環境負荷の低減に取組むために、賃

貸借契約書や覚書等の中で、双方の責任と義務・負担を明確化し、その取決め内容を実践することで、光熱費削減

等の恩恵を双方が受けることができるスキームです。 

 

② 地域イベント・地域グループ活動・芸術文化活動への支援 

当投資法人は、保有する汐留ビルディングにおいて、地域の夏祭りへの協賛、場所提供及

び不動産管理会社を通じた人的支援を行う等、幅広いイベントへの支援を通じた地域活性化

貢献・芸術文化活動支援を実施しています。 

 
 

③ 地域の環境・健康への貢献 

当投資法人は、保有する新宿イーストサイドスクエアにおいて、自転車のシェアサービス

である「コミュニティサイクル」への設置スペース（サイクルポート）を提供し、CO2排出量

の削減等を通じた地域の環境に貢献しています。 
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（2）GRESB（（注）１．）へのコミットメント 

① GRESB「Green Star」（（注）２．）の取得 

当投資法人は、GRESB（グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク）の2017年調査

において高い評価を受け「Green Star」を取得しました。 

（注）１．「GRESB（グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク）」とは、欧州の年金基金グループを中心に創設

されたGRESB財団が考案した不動産会社・運用機関のサステナビリティ配慮を測るベンチマークで、欧米・アジ

アの主要機関投資家が投資先を選定する際等に活用されています。 
（注）２．GRESB「Green Star」とは、GRESB財団が行う調査の評価であり、「Green Stars」、「Green Talk」、「Green 

Walk」及び「Green Starters」の４つの評価において最も評価の高い分類に該当します。 

 

② GRESBメンバーシップへの加入 

本資産運用会社は、投資運用業において高まるESGの重要性に対し運用会社として応えてい

く必要性に鑑み、日本の不動産会社・運用会社として初めてGRESBメンバーシップ（注）に加

入しました。更に、GRESB内のベンチマークコミッティメンバーとして、GRESB評価の在り方

等に関する議論にも参加しています。 

（注）「GRESBメンバーシップ」とは、GRESB Real Estate/ COMPANY & FUND MANAGER MEMBERを指し、国際的なイニシアテ

ィブのメンバー企業となり、ESG先進企業とのネットワーク、情報共有、日本における事例の紹介等の活動に参加す

ることを通じて、サステナビリティ向上に取り組んでいくことを企図しています。 
 

 

 

（3）ESG関連情報の開示 

当投資法人は、環境への配慮・社会貢献・ガバナンスの強化といった、社会の持続可能性

（サステナビリティ）向上に取り組んでいくことが、上場投資法人として期待されている社会

的責務であり、投資主価値の最大化を図る上でも不可欠であると考えています。こうした考え

方を実践するため、本資産運用会社では、不動産投資運用業務におけるサステナビリティの重

要課題と基本方針を定めた「サステナビリティ方針」を策定し、環境負荷軽減につながる保有

ビルの設備改修やグリーンビル認証の取得、地域社会への貢献活動等、様々な取組みを行って

います。また、当投資法人のESGに関する方針及び取組み並びに「サステナビリティ方針」は、

当投資法人のウェブサイト（http://www.j-re.co.jp/ja/esg/index.html）で開示しています。 
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（4）DBJ Green Building 認証取得への取組み 

当投資法人が保有する物件は、DBJ Green Building 認証のスコアリングにおいて、「国内ト

ップクラスの卓越した『環境・社会への配慮』がなされたビル」として、J-REIT保有物件で初

めて最高評価ランクの認証を取得するなど、複数物件で高い評価を取得しています。 

 

＜DBJ Green Building 認証において高い評価を取得したビル＞ 
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８ 公募増資による効果 

 

本募集前後の主要指標の推移 
 

 

 

 

（注）１．本募集後の「資産規模」は、2017年９月期末時点の資産規模に本取得資産の取得（予定）価格を加算し、2018

年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの建物部分の価格を控除したものです。 

（注）２．本募集後の「鑑定評価額」は、2017年９月期末時点における当投資法人の保有物件の期末算定価格の合計に、

本取得資産の鑑定評価額の合計を合算し、2018年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの建物部分の譲渡

時の鑑定評価額を控除して算定しています。なお、当投資法人は、本書の日付現在、保有する渋谷クロスタワ

ーの土地部分の鑑定評価を取得していないため、当該土地部分については実際の鑑定評価額と異なる可能性が

あります。 

（注）３．「ＮＯＩ利回り」の算定については、以下のとおりです。 

・2017年９月期の「ＮＯＩ利回り」は、以下の計算式により算定しています。なお、小数点第二位を四捨五入

して算定しています。 

「ＮＯＩ利回り」＝(A)2017年９月期末時点における当投資法人の保有物件に係るＮＯＩの合計／2017年９月期

末時点における当投資法人の保有物件に係る取得価格の合計 

 (A)「ＮＯＩ」＝不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費 

なお、「ＮＯＩ」については、2017年９月期の実績値を稼働日数で除し、365日を乗じることで、年換算して使

用しています。 

・本募集後の「ＮＯＩ利回り」は、以下の計算式により算出しています。なお、本募集後のＮＯＩ利回りは、

本取得資産取得時の鑑定評価書に基づいて算出している箇所があるため、実績値とは異なります。また、小数

点第二位を四捨五入して算定しています。 

- 32 -



本募集後の「ＮＯＩ利回り」＝（2017年９月期末時点のＮＯＩの合計＋(B)本取得資産のＮＯＩの合計－(C)

2017年９月期末時点における渋谷クロスタワーのＮＯＩ＋(D)2018年１月18日付け建物譲渡後の渋谷クロスタワ

ー（底地）のＮＯＩ）／（2017年９月期末時点における当投資法人の保有物件に係る取得価格の合計＋本取得

資産の取得(予定)価格の合計－渋谷クロスタワーの建物部分の価格） 

 (B)「本取得資産のＮＯＩの合計」の算定については、本取得資産に係る取得時の鑑定評価書に記載されたＤ

ＣＦ法における１年目の運営純収益を使用しています。 

 (C)「2017年９月期末時点における渋谷クロスタワーのＮＯＩ」は、2017年９月期の渋谷クロスタワーのＮＯ

Ｉの実績値を稼働日数で除し、365日を乗じることで、年換算して算定しています。 

 (D)「2018年１月18日付け建物譲渡後の渋谷クロスタワー（底地）のＮＯＩ」は、2018年１月18日時点の月額

地代（90,000,000円）を年換算した数値から渋谷クロスタワー（底地）の2017年度の固定資産課税台帳に記載

された固定資産税・都市計画税を控除した金額とします。なお、固定資産税評価額の評価替え等により、渋谷

クロスタワー（底地）の2018年度の固定資産税・都市計画税が上昇し、実際の渋谷クロスタワー（底地）のＮ

ＯＩが上記想定金額より低い金額となる可能性があります。 

（注）４．「償却後利回り」の算定については、以下のとおりです。 

・2017年９月期の「償却後利回り」は、以下の計算式により算定しています。なお、小数点第二位を四捨五入

して算定しています。 

「償却後利回り」＝(A)2017年９月期末時点の当投資法人の保有物件に係る不動産賃貸事業損益の合計／2017年

９月期末時点の当投資法人の保有物件に係る取得価格の合計 

 (A)「不動産賃貸事業損益」＝不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用 

不動産賃貸事業損益の合計については、2017年９月期の実績値を稼働日数で除し、365日を乗じることで、年換

算して使用しています。 

・本募集後の「償却後利回り」は、以下の計算式により算出しています。なお、本募集後の償却後利回りは、

本取得資産取得時の鑑定評価書に基づいて算出している箇所があるため、実績値とは異なります。また、小数

点第二位を四捨五入して算定しています。 

本募集後の「償却後利回り」＝（2017年９月期末時点の不動産賃貸事業損益の合計＋(B)本取得資産の不動産賃

貸事業損益の合計－(C) 2017年９月期末時点における渋谷クロスタワーの不動産賃貸事業損益＋(D)2018年１月

18日付け建物譲渡後の渋谷クロスタワー（底地）の不動産賃貸事業損益）／（2017年９月期末時点における当

投資法人の保有物件に係る取得価格の合計＋本取得資産の取得（予定）価格の合計－渋谷クロスタワーの建物

部分の価格） 

 (B)「本取得資産の不動産賃貸事業損益の合計」の算定については、本取得資産に係る取得時の鑑定評価書に

記載されたＤＣＦ法における１年目の運営純収益から本資産運用会社において試算した減価償却費を控除して

使用しています。 

 (C)「2017年９月期末時点における渋谷クロスタワーの不動産賃貸事業損益」は、2017年９月期の渋谷クロス

タワーの不動産賃貸事業損益の実績値を稼働日数で除し、365日を乗じることで、年換算して算定しています。 

 (D)「2018年１月18日付け建物譲渡後の渋谷クロスタワー（底地）の不動産賃貸事業損益」は、2018年１月18

日時点の月額地代（90,000,000円）を年換算した数値から渋谷クロスタワー（底地）の2017年度の固定資産課

税台帳に記載された固定資産税・都市計画税を控除した金額とします。なお、固定資産税評価額の評価替え等

により、渋谷クロスタワー（底地）の2018年度の固定資産税・都市計画税が上昇し、実際の渋谷クロスタワー

（底地）の不動産賃貸事業損益が上記想定金額より低い金額となる可能性があります。 

（注）５．「有利子負債比率」の算定については以下のとおりです。なお、小数点第二位を四捨五入して算定していま

す。 

・2017年９月期末の「有利子負債比率」は、以下の計算式により算定しています。 

「有利子負債比率」＝2017年９月期末時点における有利子負債の合計額／2017年９月期末時点における総資産

額 

・本募集後の「有利子負債比率」については、以下の計算式により算定しています。 

本募集後の「有利子負債比率」＝(A)本募集後における有利子負債見込み額（387,993百万円）／(B)本募集後に

おける総資産見込み額（959,090百万円） 

各見込み額の計算にあたっては、本取得資産の取得に際して以下の資金調達（うち借入れによる資金調達

（32,000百万円）を「本借入れ」といいます。）を行うことを前提としています。なお、以下の表中の金額

は、百万円未満を切捨てで表示しています。 

本取得資産 取得(予定)価格 
借入れによる資金調達

による充当額 

うち売主より承継する敷

金・保証金による充当額 

うち手元資金による 

充当額 

フロントプレイス日本橋 17,560百万円 8,000百万円 765百万円 
8,794百万円 

(注)１． 

新宿イーストサイドスクエア

（追加取得） 
25,460百万円 24,000百万円 996百万円 463百万円 

新宿フロントタワー 25,025百万円 
0百万円 

(注)２． 
1,112百万円 23,912百万円 

合計 68,045百万円 32,000百万円 2,875百万円 33,169百万円 

（注）１．2018年１月18日付けで譲渡した渋谷クロスタワーの建物部分の売却代金（10,000百万円）の一部を

含みます。 
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（注）２．発行価格等決定日が2018年４月11日(水)又は2018年４月12日(木)の場合、新宿フロントタワーは

2018年４月17日付で実行する借入れによる調達資金により取得しますが、その場合、当該借入金は

一般募集の手取金により返済されるため、各見込み額には影響しません。 

(A)「本募集後における有利子負債見込み額（387,993百万円）」は、2017年９月末時点の有利子負債の合計額

（375,500百万円）に、2017年10月１日から本募集後までの有利子負債増減見込み額（12,493百万円増加）を合

算して、算定しています。 

なお、2017年10月１日から本募集後までの有利子負債増減に係る事由は、当座貸越約定書又は金銭消費貸借契

約書に基づく返済、以下の表に記載の期限前弁済、借換え又は新規借入れ（本借入れを含みます。）並びに一

般募集及び本第三者割当の手取金の一部による本借入れに係る借入金の返済（16,000百万円）があります。 

 

区分 実施（予定）日 返済/借換え対象の

有利子負債の金額 

（百万円） 

借換え後/新規借入れ・発行の有利子負債 

（予定）金額 

（百万円） 

返済（予定）期限 備考 

第11回投資法人債（ド

ル建・適格機関投資家

限定） 

2017年10月26日 ― 2,993 2027年10月26日  

期限前弁済 2017年10月26日 3,500 ― ―  

長期借入金としての借

換え 
2017年12月20日 1,000 1,000 2022年12月20日  

短期借入金としての借

換え 
2017年12月26日 5,000 5,000 2018年12月26日 （注）B． 

短期借入金としての借

換え 
2017年12月26日 5,000 5,000 2018年12月26日 （注）B． 

短期借入金としての借

換え 
2017年12月26日 1,300 1,300 2018年12月26日 （注）B． 

長期借入金としての借

換え 
2018年１月９日 1,000 1,000 2025年１月９日  

長期借入金としての借

換え 
2018年１月９日 1,000 1,000 2028年１月11日  

長期借入金としての借

換え 
2018年１月10日 1,000 1,000 2023年１月10日  

長期借入金としての借

換え 
2018年１月17日 3,000 3,000 2023年１月17日  

新規借入れ（注）A． 2018年１月19日 ― 5,000 2021年７月20日  

新規借入れ（注）A． 2018年１月19日 ― 3,000 2028年１月19日  

長期借入金としての借

換え 
2018年２月26日 5,000 

6,500 2026年２月26日  
長期借入金としての借

換え 
2018年２月26日 1,500 

短期借入金としての借

換え 
2018年３月26日 3,000 3,000 2019年３月26日 （注）B． 

長期借入金としての借

換え 
2018年３月26日 2,000 2,000 2023年３月26日 （注）C． 

長期借入金としての借

換え 
2018年３月26日 1,000 1,000 2024年３月26日 （注）C． 

長期借入金としての借

換え 
2018年３月26日 5,000 5,000 2024年３月26日 （注）D． 

長期借入金としての借

換え 
2018年３月26日 2,000 2,000 2025年３月26日 （注）C． 

長期借入金としての借

換え 
2018年３月27日 5,500 5,500 2026年３月27日 （注）C． 

短期借入金としての借

換え 
2018年３月30日 1,700 1,700 2019年３月29日 （注）B． 

新規借入れ（注）A． 2018年３月30日 ― 4,000 2028年３月30日 （注）C． 

新規借入れ（注）A． 2018年３月30日 ― 4,000 2028年３月30日 （注）C． 

新規借入れ（つなぎ融

資）（注）A． 
2018年３月30日 ― 8,000 2018年４月27日 （注）E． 
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区分 実施（予定）日 返済/借換え対象の

有利子負債の金額 

（百万円） 

借換え後/新規借入れ・発行の有利子負債 

（予定）金額 

（百万円） 

返済（予定）期限 備考 

新規借入れ（つなぎ融

資）（注）A． 
2018年３月30日 ― 5,000 2018年４月27日 （注）E． 

新規借入れ（つなぎ融

資）（注）A． 
2018年３月30日 ― 3,000 2018年４月27日 （注）E． 

長期借入金としての借

換え 
2018年３月30日 1,000 1,000 2028年３月30日 （注）C． 

短期借入金としての借

換え 
2018年４月３日 5,500 5,500 2019年４月３日 （注）B． 

長期借入金としての借

換え 
2018年４月24日 1,000 

6,000 2027年４月23日 （注）C． 
長期借入金としての借

換え 
2018年４月24日 5,000 

短期借入金（つなぎ融

資）としての借換え 
2018年４月27日 3,000 3,000 2018年５月28日 （注）E． 

期限前弁済 2018年５月９日 3,000 ― ―  

（注）A．本借入れに含まれます。 

（注）B．一般社団法人全国銀行協会が、2018年３月16日午後１時時点において公表した１ヶ月日本円TIBOR

に、当座貸越約定書に基づくスプレッドを加算したレートを用いて、適用利率を算定しています。 

（注）C．2018年３月16日午前11時時点のスワップオファードレートに、金銭消費貸借契約書に基づくスプレッ

ドを加算したレートを用いて、適用利率を算定しています。 

（注）D．2018年３月15日午前11時（ロンドン時間）時点のICE Benchmark Administration(IBA)３ヶ月 ユーロ

円LIBORに、金銭消費貸借契約書に基づくスプレッドを加算したレートを用いて、適用利率を算定し

ています。 

（注）E．本募集後において、返済又は借換えが予定されているため、適用利率を算定していません。 

 

一般募集及び本第三者割当の手取金の一部による本借入れに係る借入金の返済の返済予定額（以下、これらを

総称して「手取金での返済額」といいます。）は、一般募集及び本第三者割当における手取金見込額(合計

40,090百万円)から新宿フロントタワーの取得資金への充当額（23,912百万円）を控除した金額の全部又は一部

の金額(16,178百万円)を前提に算出しています。これらの金額は2018年３月16日現在の東京証券取引所の終値

を基準として、発行価額を本投資口１口当たり528,200円と想定して算出しています。また、本第三者割当につ

いては、本第三者割当による新投資口発行の全部についてＳＭＢＣ日興証券株式会社により払込みがなされる

ことを前提としています。したがって、一般募集若しくは本第三者割当における実際の発行価額が上記想定額

よりも低額となった場合、又は本第三者割当による新投資口発行の全部若しくは一部について払込みがなされ

ないこととなった場合には、一般募集及び本第三者割当による手取金は上記金額よりも減少することとなり、

実際の本募集後の有利子負債比率は上記の数値よりも高くなる可能性があります。逆に、実際の発行価額が上

記想定額よりも高額となった場合には、一般募集及び本第三者割当による手取金は上記金額よりも増加し、そ

れによって有利子負債の返済予定額が上記金額より増加する可能性があり、その場合、実際の有利子負債比率

は上記の数値よりも低くなります。 

また、当投資法人は、2018年４月３日付け実施予定の短期借入金（5,500百万円）の借換え（返済予定期限2019

年４月３日）、2018年４月24日付け実施予定の短期借入金（1,000百万円）の長期借入金（返済予定期限2027年

４月23日）としての借換え及び2018年４月24日付け実施予定の長期借入金（5,000百万円）の借換え（返済予定

期限2027年４月23日）、2018年４月27日付け実施予定の短期借入金（つなぎ融資）（3,000百万円）の借換え

（2018年５月９日期限前弁済予定）、2018年５月９日付け期限前弁済（期限前弁済額3,000百万円）を実施する

ことを予定しており、本募集後における有利子負債見込額は、かかる借換えが予定どおり実施された後の見込

数値を記載しています。 

(B)本募集後における総資産見込額（959,090百万円）は2017年９月末時点の総資産額（906,507百万円）に2017

年10月１日から本募集後までの有利子負債増加見込み額（12,493百万円）と一般募集及び本第三者割当による

手取金見込額（40,090百万円）を合算して算定しています。 

（注）６．2017年９月期の有利子負債平均利率は、2017年９月期末時点における有利子負債の適用利率について有利子負

債の残高に応じて加重平均して算出しています。 

本募集後の有利子負債平均利率は、本募集後における有利子負債見込み額（387,993百万円）を元に算定してお

り、各有利子負債の利率を各有利子負債残高に応じて加重平均したものです。また、適用利率が変動金利であ

る有利子負債については、上記（注）B．記載の方法により算定したレート、（注）D．に記載の方法により算

定したレート又は2018年３月15日午前11時（ロンドン時間）時点のICE Benchmark Administration(IBA)１ヶ月

ユーロ円LIBORに、金銭消費貸借契約書に基づくスプレッドを加算したレートを用いて、適用利率を算定してい

ます。手取金での返済額は一般募集及び本第三者割当における手取金見込額(合計40,090百万円) から新宿フロ

ントタワーの取得資金への充当額（23,912百万円）を控除した金額の全部又は一部の金額(16,178百万円)を前

提に算出しています。これらの金額は2018年３月16日現在の東京証券取引所の終値を基準として、発行価額を

本投資口１口当たり528,200円と想定して算出したものです。また、本第三者割当については、本第三者割当に
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よる新投資口発行の全部についてＳＭＢＣ日興証券株式会社により払込みがなされることを前提としていま

す。したがって、一般募集若しくは本第三者割当における実際の発行価額が上記想定額と異なった場合、実際

の有利子負債の返済額は上記有利子負債の返済予定額と異なる可能性があるため、実際の有利子負債平均利率

も上記の数値と異なる可能性があります。

また、当投資法人は、2018年４月３日付け実施予定の短期借入金（5,500百万円）の借換え（返済予定期限2019

年４月３日）、2018年４月24日付け実施予定の短期借入金（1,000百万円）の長期借入金（返済予定期限2027年

４月23日）としての借換え及び2018年４月24日付け実施予定の長期借入金（5,000百万円）の借換え（返済予定

期限2027年４月23日）、2018年４月27日付け実施予定の短期借入金（つなぎ融資）（3,000百万円）の借換え

（2018年５月９日期限前弁済予定）、2018年５月９日付け期限前弁済（期限前弁済額3,000百万円）が実施され

ることを想定して算出したものです。したがって、かかる借換え及び期限前弁済が実施されなかった場合、実

際の有利子負債平均利率も上記の数値と異なります。なお、2018年３月26日以降の新規借入れ若しくは借換後

の借入金又は適用利率が変動金利である有利子負債については、上記（注）５．及び本（注）６．に記載した

レートを用いて、適用利率を算定しています。上記の適用利率及び適用金利は実際に採用される利率及び実際

に適用される金利とは異なる可能性があります。特に、経済環境等の急激な変化により金利情勢が大幅に変動

した場合には、実際に適用される金利が上記記載の数値から大きく乖離する場合があります。 

（注）７．2017年９月期の有利子負債平均残存年数は、2017年９月期末時点における各有利子負債の返済期日又は償還期

限までの期間を各有利子負債の残高で加重平均した期間をいいます。 

本募集後の有利子負債平均残存年数は、2018年５月９日時点における、上記（注）５．に記載した2017年10月

１日から本募集後までに見込まれる有利子負債増減後の有利子負債の返済期日又は償還期限までの期間を、本

募集後における有利子負債見込み額（387,993百万円）で加重平均した期間をいいます。手取金での返済額は一

般募集及び本第三者割当における手取金見込額(合計40,090百万円) から新宿フロントタワーの取得資金への充

当額（23,912百万円）を控除した金額の全部又は一部の金額(16,178百万円)を前提とした算出額です。これら

の金額は2018年３月16日現在の東京証券取引所の終値を基準として、発行価額を本投資口１口当たり528,200円

と想定して算出したものです。また、本第三者割当については、本第三者割当による新投資口発行の全部につ

いてＳＭＢＣ日興証券株式会社により払込みがなされることを前提としています。したがって、一般募集若し

くは本第三者割当における実際の発行価額が上記想定額と異なった場合、実際の有利子負債の返済額は上記有

利子負債の返済予定額と異なるため、実際の有利子負債平均残存年数も上記の数値と異なる可能性がありま

す。

また、当投資法人は、2018年４月３日付け実施予定の短期借入金（5,500百万円）の借換え（返済予定期限2019

年４月３日）、2018年４月24日付け実施予定の短期借入金（1,000百万円）の長期借入金（返済予定期限2027年

４月23日）としての借換え、2018年４月24日付実施予定の長期借入金（5,000百万円）の借換え（返済予定期限

2027年４月23日）、2018年４月27日付け実施予定の短期借入金（つなぎ融資）（3,000百万円）の借換え（2018

年５月９日期限前弁済予定）、2018年５月９日付け期限前弁済（期限前弁済額3,000百万円）が実施されること

を想定して算出したものです。したがって、かかる借換え及び期限前弁済が実施されなかった場合又は当該借

換え後の返済期限が返済予定期限と異なる場合、実際の有利子負債平均残存年数も上記の数値と異なる可能性

があります。 
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９ 本取得資産 

 

（1）本取得資産の概要 

 下記は、当投資法人の本取得資産の概要です。その詳細については、後記「(3）本取得

資産の内容（個別物件表）」をご参照ください。 

① フロントプレイス日本橋の概要等 

（i）物件概要 

物件名称       ： フロントプレイス日本橋 

所在地        ： 東京都中央区日本橋二丁目14番１号 

取得日        ： 2018年１月19日 

取得価格       ： 17,560,000千円 

売主         ： 日本橋２丁目開発特定目的会社（注） 

（注）日本橋２丁目開発特定目的会社は、本資産運用会社の親会社（出資比率90％）である三菱地所株式会社が優先出資す

る法人です。なお、日本橋２丁目開発特定目的会社は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第

480号。その後の改正を含みます。）に定める利害関係人等及び本資産運用会社が社内規程で定める利害関係者に該

当します。また、本物件に係る三菱地所株式会社とのマスターリース契約の締結についても、利害関係人等との取引

に該当します。当該取引に際して、本資産運用会社は、その社内規程である「利害関係者取引規程」に基づき、コン

プライアンス委員会における審議及び承認を得た上で、運用会議での承認手続を経ています。なお、2017年９月末日

現在、三菱地所株式会社は当投資法人の投資口を17,120口（発行済投資口の総口数の1.31％）保有しています。 
 
 

（ⅱ）取得理由 

 当投資法人は、取得に際して、特に次の二点を評価いたしました。 

（a）立地の優位性 

・本物件は、再開発計画が相次いでいることから、オフィスエリアとしてより一層のポテ

ンシャルの強化が期待される日本橋エリアに所在し、地下鉄「日本橋駅」まで至近、か

つ地下鉄「茅場町駅」、「三越前駅」、ＪＲ線「東京駅」も徒歩圏に存するなど交通利

便性が高いこと。また、主要幹線道路に面していることから視認性にも優れているた

め、立地による優位性が高いこと。 

 

（b）機能性の高い最新オフィス 

・本物件は、2014年竣工の築浅オフィスビルであり、貸室についても天井高2,800mm（Ｏ

Ａフロア100mm）や自動調光システムを備えており、テナントニーズに即した仕様を有

すること。また、高い耐震性能を確保していることや、専用部・共用部ともにＬＥＤ照

明を採用するなど優れた設備水準を有することから、DBJ Green Building 認証制度に

おいて「極めて優れた『環境・社会への配慮』がなされたビル」とされており、環境・

社会への配慮において高い評価を有すること。 

 

② 新宿イーストサイドスクエア（追加取得）の概要等 

（i）物件概要 

物件名称       ：新宿イーストサイドスクエア 

所在地        ：東京都新宿区新宿六丁目27番30号 

取得（予定）日    ：2018年３月30日 

取得（予定）価格   ：25,460,000千円 

売主         ：三菱地所株式会社（注） 

（注）売主は、本資産運用会社の親会社（出資比率90％）です。なお、売主は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令

に定める利害関係人等及び本資産運用会社が社内規程で定める利害関係者に該当します。また、本物件に係る三菱地

所株式会社とのマスターリース契約の締結についても、利害関係人等との取引に該当します。当該取引に際して、本

資産運用会社は、その社内規程である「利害関係者取引規程」に基づき、コンプライアンス委員会における審議及び

承認を得た上で、運用会議での承認手続を経ています。なお、2017年９月末日現在、三菱地所株式会社は当投資法人

の投資口を17,120口（発行済投資口の総口数の1.31％）保有しています。 
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③ 新宿フロントタワーの概要等 

（i）物件概要 

物件名称       ： 新宿フロントタワー 

所在地        ： 東京都新宿区北新宿二丁目21番１号 

取得（予定）日    ： 2018年４月17日 

取得（予定）価格   ： 25,025,000千円 

売主         ： 三菱地所株式会社（注） 

（注）売主は、本資産運用会社の親会社（出資比率90％）です。なお、売主は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令

に定める利害関係人等及び本資産運用会社が社内規程で定める利害関係者に該当します。また、本物件に係る三菱地

所株式会社とのマスターリース契約の締結についても、利害関係人等との取引に該当します。当該取引に際して、本

資産運用会社は、その社内規程である「利害関係者取引規程」に基づき、コンプライアンス委員会における審議及び

承認を得た上で、運用会議での承認手続を経ています。なお、2017年９月末日現在、三菱地所株式会社は当投資法人

の投資口を17,120口（発行済投資口の総口数の1.31％）保有しています。 

 

（ⅱ）取得理由 

 当投資法人は、取得に際して、特に次の二点を評価いたしました。 

（a）立地の優位性 

・本物件は、ビジネスや商業を始めとして、多様な機能が集積した世界有数の都市である

新宿に位置し、地下鉄「西新宿駅」や「中野坂上駅」等、複数路線の利用が可能で、と

りわけ副都心である「新宿駅」へのアクセスが非常に良好な立地条件を有しており、市

場競争力が高いこと。 

 

（b）機能性が高く、環境に配慮された最新オフィス 

・本物件は、2011年竣工の築浅オフィスビルであり、基準階における約1,700㎡の無柱空

間等、最近のテナントニーズに対応した設備水準を有していること。また、自動調光シ

ステムや高性能熱線反射ガラスの採用等により省エネ性能を実現しており、機能性の高

いビルであること。 

 

（2）更なる資産の取得・売却について 

 当投資法人は、現在保有する資産のみを投資対象とする投資法人ではなく、上場以来、

そのポートフォリオの拡大や質の向上を目指し、中長期的な安定運用を目指して日々活動

を行っており、本書の日付現在も、常に新たな資産取得に向けた市場調査や物件売却情報

の入手に努め、また潜在的な売主や関係権利者との間での物件取得に向けた検討や交渉等

も行っています。従って当投資法人は、今後、上記以外の新たな資産の取得を決定し、あ

るいは物件の売却や交換の他、新たな資産取得に向けたその他の手法を採択する可能性が

あります。かかる決定がなされた場合には、引続き適時開示に努めます。 

 

（3）本取得資産の内容（個別物件表） 

 後記の表は、本取得資産に係る詳細をまとめたものです（以下「個別物件表」といいま

す。）。 

 かかる個別物件表をご参照頂くに際し、そこで用いられる用語は以下のとおりです。個

別物件表はかかる用語の説明と併せてご参照ください。 

 なお、特に時点について注記がなされているものを除き、本取得済資産については取得

日時点の数値を、本新規取得資産については2018年２月末現在の情報に基づく取得（予

定）日時点の見込数値を記載しています。 
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Ａ．特定資産の概要に関する説明 

 「特定資産の概要」は、以下の方針に従って記載されています。 

・「特定資産の種類」とは、当投資法人が保有する特定資産の状態をいいます。 

・「所在地」欄の「土地地番」、「面積」、「構造」及び「建築時期」の各欄は、登記簿

上表示されているものを記載しています。 

・「所在地」欄の「住居表示」欄は、住居表示が未実施の場合においては、登記簿上表示

されている地番を記載しています。 

・「用途地域」は、都市計画法（昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。）第

８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載しています。 

・「建物用途」は、登記簿上表示されている種類のうち、主要なものを記載しています。 

・「面積」は、不動産等関連資産について、当投資法人又は不動産信託の受託者が、共有

持分又は区分所有権（区分所有権の共有を含みます。）を取得している場合であって

も、「土地」に関しては建物敷地全体の面積を、「建物」に関しては建物１棟全体の延

床面積を記載しています。また、「建物」欄において、附属建物が登記されている場合

には、建物面積に含んで記載しています。 

・「所有形態」は、不動産等関連資産である土地に関して当投資法人又は不動産信託の受

託者が保有する権利の種類及びその割合並びに不動産等関連資産である建物に関する権

利の種類及び建物所有割合を記載しています。なお、建物所有割合には、共有建物につ

いては共有持分割合を、区分所有建物（区分所有権を共有する建物を含みます。）につ

いては、管理規約等により定められた共用部分持分割合を記載しています。 

・フロンの使用状況に関しては、規制の状況や一般的な使用状況を勘案し、特記事項とし

ての記載はしていません。 

 

Ｂ．取得価格及び鑑定評価額等に関する説明 

 本取得資産については一般財団法人日本不動産研究所による不動産鑑定評価書が作成さ

れています。なお、不動産鑑定評価書については、その内容を保証するものではなく、意

見に過ぎません。以下、不動産鑑定評価書の概要について記載します。 

（a）鑑定評価の基本的事項 

ⅰ．価格の種類 

特定価格 

 鑑定評価における価格の種類は、「不動産鑑定評価基準」に基づき、証券化対象不

動産に係る評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格である、特

定価格でありますが、2014年11月１日施行の「不動産鑑定評価基準」及び「価格等調

査ガイドライン」の改正を受けて2014年11月１日以降に契約を締結する鑑定評価から

適用されることとなった「不動産鑑定評価基準に関する実務指針」においては、利用

者にとってもわかりやすい鑑定評価とするため、結果として正常価格と相違がない評

価については、「正常価格」と表示するよう取扱いが変更されています。 

ⅱ．利害関係 

 鑑定評価に関与した不動産鑑定士は、鑑定の対象である不動産に関する利害関係は

ありません。また、対象である不動産に関し利害関係を有する者との縁故関係はあり

ません。 

 なお、不動産鑑定評価書を作成した一般財団法人日本不動産研究所と当投資法人と

の間には、利害関係はありません。2017年９月末日現在、一般財団法人日本不動産研

究所は当投資法人の投資口を保有していません。 
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（b）鑑定評価において適用した手法及び試算価格の調整方針 

鑑定評価にあたっては、収益還元法（ＤＣＦ法及び直接還元法）及び原価法を用いて

試算価格を求めていますが、評価対象不動産は収益物件であり、市場においては収益性

や投資採算性が重視され価格が形成される傾向が強いため、収益還元法による収益価格

を重視することにより鑑定評価額が決定されています。なお、原価法による積算価格は

収益価格を検証するための指標として活用しています。 

 また、収益還元法はＤＣＦ法及び直接還元法を採用していますが、割引率及び最終還

元利回りの査定に当たっては、将来のキャッシュフローの動向及び類似性を有する不動

産の取引事例に係る取引利回りが調査分析の対象とされています。 

（c）その他 

 「本件不動産の取得価格合計に対する比率」は、当該不動産等関連資産の取得価格を

全不動産等関連資産の取得価格の合計（2009年10月30日付けにて譲渡した神宮前メディ

アスクエアビルの敷地の一部に係る取得価格及び本取得資産を含みます。）で除した比

率を記載しています。なお、小数点第二位を四捨五入して表示しています。 

 

Ｃ．賃貸借の概況に関する説明 

・テナント総数は、建物床の貸付けについて賃貸借契約を締結している相手方によるもの

のみを対象としています（駐車場、袖看板等建物床の貸付けではない賃貸借契約の相手

方は含みません。）。なお、マスターリース方式を採用するビルにおいて、当投資法人

が不動産管理会社等とパススルー型の賃貸借契約（当投資法人が賃借人（不動産管理会

社等）から収受する賃料等が、賃借人が転借人（エンドテナント）から収受する賃料等

に連動し、賃借人が賃料等の金額を当投資法人に対し保証するものではない契約）を締

結している場合は、当投資法人の情報開示の方針上、実質的なテナント（エンドテナン

ト）を「テナント」として取り扱っています。 

・総賃貸可能面積及び総賃貸面積は、小数点以下を切り捨てて表示しています。 

・入居率は、小数点第二位を四捨五入して表示しています。 

・総賃貸可能面積及び総賃貸面積には、貸会議室や管理人室・倉庫として使用又は賃貸し

ている面積は含んでいません。 

・テナント総数、総賃貸可能面積、総賃貸面積、入居率に関しては、当投資法人の保有す

る持分に係る数字を記載しています（住宅部分及び土地の賃貸は含んでいません。）。 

 

- 40 -



 
物件名称：フロントプレイス日本橋 

 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産 取得価格 17,560,000千円 

取得年月日 2018年１月19日 
本件不動産の取得価格合計に 

対する比率 
1.7％（注） 

信託受益 

権の概要 

信託設定日 ― 取得時の不 

動産鑑定評 

価の概要 

価格時点 2017年12月１日 

信託受託者 ― 鑑定評価額 17,700百万円 

信託期間満了日 ― 賃貸借の概況 

所在地 

土地地番 
東京都中央区日本橋二丁目14番

１ 他10筆 
テナント総数 ２ 

住居表示 
東京都中央区日本橋二丁目14番

１号 
総賃貸可能面積 8,468㎡ 

用途地域 商業地域 総賃貸面積 8,468㎡ 

建物用途 事務所、店舗 入居率 100.0％ 

面積 

土地 1,381.52㎡ 
〔特記事項〕 

ありません。 

建物 11,672.55㎡ 

構造 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 

陸屋根地下１階付10階建 

建築時期 2014年２月 

所有形態 

土地 所有権 

建物 所有権 

不動産管理会社 三菱地所株式会社 

（注）2018年５月９日における本募集後の見込数値を記載しています。 
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物件名称：新宿イーストサイドスクエア（追加取得） 

 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得（予定）価格 

① 23,100,000千円 

② 6,660,000千円 

③ 25,460,000千円 

取得（予定）年月日（注）

１． 

① 2014年10月１日 

② 2017年１月25日 

③ 2018年３月30日 

本件不動産の取得価格合計に 

対する比率 

①、②、③合計で5.4％

（注）３． 

信託受益 

権の概要 

信託設定（予

定）日 

2017年１月25日 

2018年３月30日 
取得時の不 

動産鑑定評 

価の概要 

価格時点 2018年３月１日 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 鑑定評価額 25,500百万円 

信託期間満了日 2025年３月31日 賃貸借の概況（注）４． 

所在地 

土地地番 
東京都新宿区新宿六丁目315番

10 
テナント総数 41 

住居表示 
東京都新宿区新宿六丁目27番30

号 
総賃貸可能面積 20,573㎡ 

用途地域 商業地域、第二種住居地域 総賃貸面積 20,573㎡ 

建物用途 事務所、店舗 入居率 100.0％ 

面積 

土地 25,320.28㎡ 
〔特記事項〕 

（１）本物件は新宿六丁目西北地区地区計画の区域内に

存しており、建築物等を建築する際には当該地区計画の

内容に従います。また、建築基準法（昭和25年法律第

201号。その後の改正を含みます。）第86条に基づく一

団地認定を受けており、隣地（新宿区新宿六丁目315番

33）と合わせて容積率600％の認定を受けています。本

物件の使用容積率は608.09％、隣地の使用容積率は

219.56％、一団地全体の容積率は599.99％で、一団地の

容積率をほぼ全て消化している状況であり、本物件及び

隣地所有者は、一団地全体の使用容積率が容積率の最高

限度を超えることとなるような建物の増築、修繕または

改築を行うことができません。なお、隣地所有者とは、

上記制限を約するため、土地所有者間協定が締結されて

おり、売主より当該協定の地位を承継しています。 

（２）本物件の共有者間の協定書により、持分譲渡に関

する優先交渉権に係る事項が定められています。 

建物 167,245.46㎡（注）２． 

構造 
鉄骨・鉄筋コンクリート造 

陸屋根地下２階付20階建 

建築時期 2012年３月 

所有形態 

土地 所有権 

建物 所有権 

不動産管理会社 三菱地所株式会社 

（注）１．①の取引において本物件の共有持分14％を取得しており、②の取引において、本物件の共有持分3.6％を信託

財産とする信託の受益権を取得し、同日付けで共有持分14％についても追加信託を行っています。③の取引

においては、本物件の共有持分13.4％を取得する予定です。この結果、本物件の共有持分31.0％を信託財産

とする信託の受益権を保有する予定です。 

（注）２．付属建物の店舗（214.27㎡）を含む建物全体の面積です。 

（注）３．2018年５月９日における本募集後の見込数値を記載しています。 

（注）４．本物件に係る賃貸借の概況は、2017年９月末日時点の数値を記載しています。 
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物件名称：新宿フロントタワー 

 

特定資産の概要 取得価格及び鑑定評価額等 

特定資産の種類 不動産を信託する信託の受益権 取得（予定）価格 25,025,000千円 

取得（予定）年月日 2018年４月17日 
本件不動産の取得価格合計に 

対する比率 
2.5％（注）３． 

信託受益 

権の概要 

信託設定（予

定）日 
2018年４月17日 取得時の不 

動産鑑定評 

価の概要 

価格時点 2018年３月１日 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 鑑定評価額 25,300百万円 

信託期間満了

（予定）日 
2025年３月31日 賃貸借の概況（注）４． 

所在地 

土地地番 
東京都新宿区北新宿二丁目195

番11 
テナント総数 42 

住居表示 
東京都新宿区北新宿二丁目21番

１号 
総賃貸可能面積 15,705㎡（注）５． 

用途地域 商業地域 総賃貸面積 15,610㎡ 

建物用途 事務所、店舗 入居率（（注）５．） 99.4％ 

面積 

土地 9,628.17㎡ 
〔特記事項〕 

（１）本物件は北新宿地区地区計画の区域内に存してお

り、建築物などを建築する際には当該地区計画の内容に

従います。また、隣地（新宿区北新宿二丁目195番10）

の所有者と合わせて建築基準法第86条第１項に基づく一

団地認定を受けています。隣地所有者とは互いに容積対

象床面積と建築面積の上限を制限する地役権を設定し、

本物件敷地にはその旨の登記を行っております。 

（２）本物件の区分所有権の共有者間協定書において、

持分譲渡に関する優先交渉権に係る事項が定められてい

ます。なお、当該土地に対しかかる区分所有建物の敷地

権の設定がされております。 

（３）当投資法人の所有部分には、管理規約に基づく規

約設定共用部分（駐車場、倉庫等）の共有持分が含まれ

ます。 

建物 92,092.30㎡ 

構造 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 

陸屋根地下２階付35階建 

建築時期 2011年８月 

所有形態 

土地 所有権（注）１． 

建物 区分所有権（注）２． 

不動産管理会社 三菱地所株式会社 

（注）１．以下の所有権（敷地権）の共有持分100分の27.5 

       敷地権の目的：土地１筆の所有権 

       敷地権割合：東京都新宿区北新宿二丁目195番11     1,000億分の98,917,614,500 

（注）２．以下の区分所有権の共有持分100分の27.5 

       ４階～34階の事務所部分53,248.09㎡のうち他の区分所有者の所有分を除いた52,713.71㎡及びその規約 

       共用部分 

       １階～３階の店舗部分4,298.89㎡及びその規約共用部分 

       ※建物所有割合：27.24798％ 

（注）３．2018年５月９日における本募集後の見込数値を記載しています。 

（注）４．本物件に係る賃貸借の概況は、2018年２月末日現在の情報に基づく取得（予定）日時点の見込数値を記載し

ています。 

（注）５．一部テナントが2018年３月31日及び同年８月31日にて退去するほか、2018年４月１日より一部テナントが増

床し、また2018年５月１日より新規テナントが入居します。当該テナント入退去と増床後の入居率は93.9％

となる見込みです。 
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（4）建物状況評価報告書の概要 

 当投資法人は、本取得資産について、清水建設株式会社による建物状況評価報告書（以

下「本建物状況評価報告書」といいます。）を取得しています。但し、本建物状況評価報

告書については、その内容を保証するものではなく、意見に過ぎません。 

① 今後15年の修繕費・更新費 

 下記の表は、本建物状況評価報告書における記載をもとに、本取得資産に関し、「今

後15年の修繕費・更新費の合計見積額の年平均」を算出し表にまとめたものです。 

物件名称 報告書作成日付 

今後15年の修繕費・更新

費の合計見積額の年平均

（単位：百万円）（注） 

フロントプレイス日本橋 2017年12月12日 12 

新宿イーストサイドスクエア 

（追加取得） 
2018年３月16日 24 

新宿フロントタワー 2018年３月16日 35 

（注）本建物状況評価報告書に記載された金額に基づき、今後15年の修繕費・更新費の合計値の年平均の金額を算出し、百万

円未満切り捨てで表示しています。また、当該金額は、当投資法人による本取得持分に係る金額を計算したものです。 
なお、「修繕」とは、部分的に劣化、破損、汚損した部分・部品を機能上支障のない状態にまで回復させる工事で、

「更新」とは全体的に劣化、破損、汚損した部材、部品や機器等を新しいものに取り替える工事を意味しています。修

繕費・更新費を算出する上で、物価上昇率は見込まれていません。 

 

② アスベスト使用状況の概要 

本建物状況評価報告書によれば、フロントプレイス日本橋、新宿イーストサイドスク

エア及び新宿フロントタワーについて、アスベストが含有される吹付け材が使用されて

いる懸念はほとんどなく、アスベスト粉塵が室内に飛散するおそれがないことから、当

投資法人は、本取得資産について、アスベストに関連する適用法令上問題がないことを

確認しています。 
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10 本募集後におけるポートフォリオの概況 

 

（1）ポートフォリオの概況 

 以下は、当投資法人が本募集後において保有する不動産等関連資産の概況（一覧表）で

す。 

地域区分 物件名称 
特定資産 
の種類 

2017年 
９月末 

賃貸可能 
面積 

（㎡） 

2017年 
９月末 
入居率 

（注）１. 

2017年 
９月末 

算定価格 
（百万円）

（注）２. 

2017年 
９月末 
簿価 

（百万円） 

取得価格 
（千円） 
（注）４. 

 
地域別 
比率 

(注)１. 比率 
(注)１. 

   
 

北の丸スクエア 
 

不動産 
25,678 

（注）５． 
100.0％ 

（注）５． 
82,400 72,402 81,555,500 8.0％  

    ＭＤ神田ビル 不動産 6,269 100.0％ 8,470 8,734 9,520,000 0.9％  

   
神田橋パーク 
ビルヂング 

不動産 3,687 100.0％ 4,740 4,481 4,810,000 0.5％  

   
大手町フィナン 
シャルシティ 
ノースタワー 

不動産 5,121 100.0％ 19,600 15,109 15,462,900 1.5％  

    二番町ガーデン 不動産 
9,316 

（注）５． 
100.0％ 

（注）５． 
18,300 12,481 14,700,000 1.4％  

   
三菱ＵＦＪ信託 
銀行本店ビル 

不動産 11,904 100.0％ 53,600 28,901 44,700,000 4.4％  

    ビュレックス麹町 不動産 4,495 100.0％ 7,070 5,638 7,000,000 0.7％  

    山王グランドビル 不動産 20,665 99.5％ 33,300 21,240 

10,200,000 
10,700,000 

合計 
20,900,000 

2.1％  

   
有楽町電気 
ビルヂング 

不動産 4,697 100.0％ 8,300 7,685 7,200,000 0.7％ 
76.6％ 

   
小伝馬町新日本橋 

ビルディング 
不動産信託受益権 3,897 100.0％ 2,930 2,766 3,173,000 0.3％ 

首都圏 東京23区 

フロントプレイス 
日本橋 

不動産 
8,468 

（注）16． 
100.0％ 

（注）16． 
17,700 

（注）２． 
－ 

（注）３． 
17,560,000 1.7％  

共同ビル 
（茅場町２丁目） 

不動産信託受益権 4,464 100.0％ 4,990 4,193 4,410,000 0.4％  

    ビュレックス京橋 不動産 4,279 100.0％ 7,880 4,454 5,250,000 0.5％  

   
銀座一丁目 

イーストビル 
不動産信託受益権 4,513 88.3％ 7,540 6,415 6,459,000 0.6％  

    銀座三和ビル 不動産 4,326 100.0％ 18,400 17,215 16,830,000 1.7％  

   
菱進銀座 

イーストミラー 
ビル 

不動産 4,255 100.0％ 6,450 7,454 

5,353,500 
2,645,922 

（注）６． 
合計 

7,999,422 

0.8％ 

 

    晴海フロント 不動産 33,369 100.0％ 39,000 28,436 31,300,000 3.1％  

    晴海センタービル 不動産 20,812 86.6％ 19,600 22,412 26,800,000 2.6％  

    赤坂パークビル 不動産 
44,999 

（注）５． 
100.0％ 

（注）５． 
73,900 59,995 60,800,000 6.0％  

   
青山クリスタル 

ビル 
不動産 4,898 92.1％ 8,380 7,092 7,680,000 0.8％  

    クローバー芝公園 不動産信託受益権 2,550 100.0％ 4,620 4,554 4,500,000 0.4％  

    汐留ビルディング 不動産信託受益権 44,213 99.5％ 119,000 102,803 

21,250,000 
54,600,000 
10,100,000 
10,450,000 
10,530,000 

合計 
106,930,000 

10.5％  
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地域区分 物件名称 
特定資産 
の種類 

2017年 
９月末 

賃貸可能 
面積 

（㎡） 

2017年 
９月末 
入居率 

（注）１. 

2017年 
９月末 

算定価格 
（百万円）

（注）２. 

2017年 
９月末 
簿価 

（百万円） 

取得価格 
（千円） 
（注）４. 

 
地域別 
比率 

（注)１. 比率 
(注)１. 

   
芝二丁目大門 
ビルディング 

不動産信託受益権 9,606 100.0％ 6,860 4,992 4,859,000 0.5％  

    コスモ金杉橋ビル 不動産信託受益権 4,062 100.0％ 3,170 2,517 2,808,000 0.3％  

    田町フロントビル 不動産 3,792 100.0％ 6,510 6,274 6,210,000 0.6％  

   
新宿イースト 

サイドスクエア 
不動産信託受益権 20,573 100.0％ 33,700 27,310 

23,100,000 
6,660,000 

25,460,000 
合計 

55,220,000 

5.4％  

   
新宿 

フロントタワー 
不動産信託受益権 

15,705 
（注）16． 

99.4％ 
（注）16． 

25,300 
（注）２． 

－ 
（注）３． 

25,025,000 2.5％  

    新和ビルディング 不動産 5,997 100.0％ 7,290 7,674 7,830,000 0.8％  

   
東京オペラシティ 

ビル 
（注）７. 

不動産 34,945 99.6％ 34,500 28,091 

9,350,000 
22,426,831 

合計 
31,776,831 

3.1％  

    TIXTOWER UENO 不動産 15,020 97.2％ 25,700 19,785 22,000,000 2.2％  

   
東五反田１丁目 

ビル 
不動産 5,205 86.1％ 6,460 4,446 5,500,000 0.5％  

   
大崎 

フロントタワー 
（注）８. 

不動産 16,856 100.0％ 16,600 9,360 12,300,000 1.2％  

   
大森駅東口 

ビルディング 
不動産信託受益権 7,706 100.0％ 5,850 4,748 5,123,000 0.5％  

   
（仮称）新宿南口 

プロジェクト 
（底地） 

不動産 (注)９. (注)９. 5,490 5,572 

6,670,000 
△1,170,000 

（注)10. 
合計 

5,500,000 

0.5％  

首都圏 東京23区 代々木１丁目ビル 不動産 7,745 100.0％ 12,000 6,942 8,700,000 0.9％ 76.6％ 

   
神宮前テラス 
（注）18． 

不動産 3,147 100.0％ 6,910 4,881 4,885,000 0.5％  

   
神宮前メディア 
スクエアビル 

不動産 5,558 100.0％ 10,500 10,680 
12,200,000 

（注)11. 
1.2％  

   
渋谷クロスタワー 

（底地） 
（注）９． 

不動産 29,797 100.0％ 50,500 37,166 

34,600,000 
△8,076,000 

（注)19. 
合計 

26,524,000 

2.6％  

    恵比寿ネオナート 不動産 8,700 99.8％ 17,800 14,129 

3,740,000 
360,000 

10,512,000 
合計 

14,612,000 

1.4％  

 
 

  ハーモニータワー 不動産 14,340 100.0％ 14,100 9,992 

8,500,000 
520,000 

2,100,000 
合計 

11,120,000 

1.1％  

   
大塚東池袋 

ビルディング 
不動産信託受益権 7,224 100.0％ 4,500 3,421 3,541,000 0.3％  

   
池袋二丁目 

ビルディング 
不動産信託受益権 2,186 100.0％ 1,750 1,566 1,728,000 0.2％  

    池袋ＹＳビル 不動産 5,932 100.0％ 5,190 4,103 4,500,000 0.4％  
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地域区分 物件名称 
特定資産 
の種類 

2017年 
９月末 

賃貸可能 
面積 

（㎡） 

2017年 
９月末 
入居率 

（注）１. 

2017年 
９月末 

算定価格 
（百万円）

（注）２. 

2017年 
９月末 
簿価 

（百万円） 

取得価格 
（千円） 
（注）４. 

 
地域別 
比率 

（注)１. 比率 
(注)１. 

   
八王子ファースト 

スクエア 
不動産 10,068 100.0％ 5,010 4,937 

3,300,000 
2,379,112 

合計 
5,679,112 

0.6％  

首都圏 
東京23区 

以外 
さいたま浦和 
ビルディング 

不動産 4,510 100.0％ 2,470 2,509 

1,232,000 
1,342,000 

合計 
2,574,000 

0.3％ 6.9％ 

    ＭＭパークビル 不動産 38,426 96.3％ 39,800 32,011 37,400,000 3.7％  

   
クイーンズ 
タワーＡ 

不動産信託受益権 26,669 99.2％ 21,500 16,330 17,200,000 1.7％  

   
川崎砂子 

ビルディング 
不動産信託受益権 6,831 100.0％ 2,890 2,927 3,375,000 0.3％  

   
武蔵小杉 

ＳＴＭビル 
不動産 5,378 100.0％ 4,360 3,837 4,000,000 0.4％  

 
８・３スクエア 

北ビル 
不動産 12,265 100.0％ 8,690 5,959 7,100,000 0.7％  

  定禅寺パークビル 不動産 2,518 100.0％ 1,020 999 1,000,000 0.1％  

  東二番丁スクエア 不動産 20,526 100.0％ 13,500 9,063 9,950,000 1.0％  

 
仙台本町ホンマ 
ビルディング 

不動産信託受益権 6,234 100.0％ 2,550 2,877 

2,924,000 
250,000 

合計 
3,174,000 

0.3％  

  ＡＥＲ 不動産 23,612 99.2％ 19,900 18,400 18,640,000 1.8％  

  金沢パークビル 不動産 20,942 100.0％ 5,340 4,294 

2,880,000 
1,700,000 

合計 
4,580,000 

0.5％  

  金沢上堤町ビル 不動産 7,206 97.7％ 3,020 2,731 2,780,000 0.3％  

地方都市 
錦パークビル 

（注)12. 
不動産 

10,338 
（注）５． 

99.8％ 
（注）５． 

5,130 5,163 

3,850,000 
1,300,000 

650,000 
175,000 

合計 
5,975,000 

0.6％ 16.5％ 

 
名古屋広小路 

プレイス 
不動産信託受益権 13,200 100.0％ 10,900 8,086 8,567,000 0.8％  

  名古屋広小路 
ビルヂング 

不動産 21,427 99.2％ 12,700 15,538 14,533,000 1.4％  

 
名古屋御園ビル 不動産 3,448 100.0％ 1,320 1,513 1,865,000 0.2％  

四条烏丸 
センタービル 

不動産 6,634 100.0％ 5,410 3,994 4,400,000 0.4％  

 
梅田スクエア 
ビルディング 

（注)17. 
不動産信託受益権 10,370 100.0％ 16,800 15,507 15,523,520 1.5％  

  新藤田ビル 不動産信託受益権 28,403 100.0％ 19,200 22,125 24,000,000 2.4％  

  堺筋本町ビル 不動産 11,520 100.0％ 3,480 3,698 

2,264,000 
1,900,000 

合計 
 4,164,000 

0.4％  

  御堂筋ダイワビル 不動産信託受益権 20,450 100.0％ 14,600 13,516 

6,934,000 
7,380,000 

合計 
14,314,000 

1.4％  

  尼崎フロントビル 不動産信託受益権 15,500 100.0％ 10,100 8,802 9,300,000 0.9％  

  リットシティビル 不動産 9,965 100.0％ 4,540 3,151 4,650,000 0.5％  
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地域区分 物件名称 
特定資産 
の種類 

2017年 
９月末 

賃貸可能 
面積 

（㎡） 

2017年 
９月末 
入居率 

（注）１. 

2017年 
９月末 

算定価格 
（百万円）

（注）２. 

2017年 
９月末 
簿価 

（百万円） 

取得価格 
（千円） 
（注）４. 

 
地域別 
比率 

（注)１. 比率 
(注)１. 

 
ＮＨＫ広島放送 
センタービル 

不動産 9,860 100.0％ 2,920 2,959 

1,320,000 
1,450,000 

合計 
2,770,000 

0.3％  

地方都市 
東晴天神 

ビルディング 
不動産 3,995 100.0％ 1,410 1,373 1,550,000 0.2％ 16.5％ 

 
天神クリスタルビ

ル 
不動産 5,964 98.6％ 2,880 3,995 5,000,000 0.5％  

 
日之出天神 

ビルディング 
不動産信託受益権 5,944 100.0％ 4,190 3,401 3,657,000 0.4％  

    合計 
839,035

（注)13． 
99.1％ 

（注)13． 
1,069,480

（注)13． 
877,837

（注)13． 
1,015,222,286 100.0％ 100.0％ 

（注）１．2017年９月末入居率、取得価格の比率及び地域別比率は、小数点第二位を四捨五入して表示しています。また、取得価格の比率及び

地域別比率は2018年５月９日時点における本募集後の見込数値を記載しています。 
（注）２．2017年９月末算定価格は、当投資法人の規約及び内閣府令（投資法人の計算に関する規則）に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価

額（決算日を価格時点として、大和不動産鑑定株式会社、株式会社中央不動産鑑定所及び一般財団法人日本不動産研究所が行った鑑

定評価による）を記載しています。その評価方法等については、前記「９ 本取得資産 (３）本取得資産の内容（個別物件表）

Ｂ．取得価格及び鑑定評価額等に関する説明」をご参照ください。また、本取得資産のうち、フロントプレイス日本橋及び新宿フロ

ントタワーについては、前記「９ 本取得資産(３）本取得資産の内容（個別物件表）」に記載の価格時点における鑑定評価額を記載

しています。 
（注）３．本取得資産のうち、フロントプレイス日本橋及び新宿フロントタワーについては、2017年９月末簿価を記載していません。 
（注）４．取得価格には、取得に伴う付帯費用は含まれていません。本欄に複数の価格が記載されている場合、上段が当初取得持分の価格、以

降、順に追加取得持分の価格を記載し、最下段がその合計を指します。 
（注）５．北の丸スクエア、二番町ガーデン、赤坂パークビル及び錦パークビルの2017年９月末賃貸可能面積及び2017年９月末入居率には、住

宅部分は含まれていません。なお、2017年９月末日時点、北の丸スクエアの住宅部分は、賃貸可能面積11,694㎡、入居率97.7％、二

番町ガーデンの住宅部分は、賃貸可能面積1,686㎡、入居率100.0％、赤坂パークビルの住宅部分は、賃貸可能面積10,780㎡、入居率

93.6％、錦パークビルの住宅部分は、賃貸可能面積954㎡、入居率80.5％となっています。 
（注）６．2008年７月４日付け菱進銀座イーストミラービル隣接の土地・建物取得費用、同建物解体費用及び2010年５月24日付けで竣工し引渡

しを受けた増築建物建築工事費用の合計金額（仲介手数料等取得諸経費他を除く。）をそれぞれ記載しています。 
（注）７．当投資法人は、2005年９月13日付け東京オペラシティビルの取得に付随して、東京オペラシティビル株式会社（ビルの維持管理運営

事業）の株式33株を取得価額総額2,797千円にて取得し、売主が東京オペラシティビル株式会社に対して有していた預託金874千円を

承継しています。また、2010年３月24日付け追加取得に付随して、東京オペラシティビル株式会社の株式91株を取得価額総額7,539千

円で、東京オペラシティ熱供給株式会社（熱供給事業）の株式4,931株を取得価額総額566,831千円で取得し、売主が東京オペラシテ

ィビル株式会社に対して有していた預託金2,360千円を承継しています。上記株式に係る2017年９月30日付け評価額につきましては、

東京オペラシティビル株式会社の株式計124株については10,336千円、東京オペラシティ熱供給株式会社の株式4,931株については

566,831千円となっています。 
（注）８．当投資法人は、大崎フロントタワーの取得にあたり、売主が土地賃貸人に対して有していた差入敷金1,040,000千円を承継していま

す。当該差入敷金の2017年９月30日付けの評価額も同額であります。 
（注）９．（仮称）新宿南口プロジェクト（底地）は、2017年９月末時点において建物を保有していないため、2017年９月末賃貸可能面積及び

2017年９月末入居率は該当ありません。また、渋谷クロスタワー（底地）は、2018年１月18日付けで建物を譲渡しています。なお、

当投資法人が保有する各土地1,497㎡及び5,153㎡は、各建物譲渡先である三菱地所株式会社に賃貸しています。 
（注）10．2013年８月23日付けで建物を譲渡したことから、2004年３月24日付けにて土地・建物を取得した際の建物取得価格を差し引いていま

す。 
（注）11．2003年10月９日付けの取得価格を記載しており、2009年10月30日付けにて譲渡した敷地の一部（売却原価614百万円）が含まれていま

す。 
（注）12．当投資法人は、2006年10月２日付け錦パークビルの取得にあたり、売主が土地賃貸人に対して有していた差入敷金9,000千円を承継し

ています。 
（注）13．2017年９月末賃貸可能面積、2017年９月末入居率、2017年９月末算定価格及び2017年９月末簿価の各合計値は、2018年１月18日に譲

渡した渋谷クロスタワー（建物）を含みますが、本取得資産を除いた値を記載しています。 
（注）14．上記一覧表は不動産等関連資産が共有又は区分所有である場合には、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産の概要のみを記載

し、他の共有者や区分所有者の保有に係る持分は除外しています。 
（注）15．上記一覧表上の各物件（共有又は区分所有の場合は当投資法人の保有に係る持分）につき担保設定はなされていません。 
（注）16．フロントプレイス日本橋については取得日である2018年１月19日時点の数値、新宿フロントタワーについては取得（予定）日である

2018年４月17日時点で見込まれる数値を記載しています。 
（注）17. 当投資法人が取得した信託受益権の信託財産には、前所有者が大阪市街地開発株式会社に対して有していた地下街接続に係る建設協

力金（保証金）500,000千円の返還請求権が含まれています。 
（注）18. 本物件は2018年３月１日付けにて物件名称をダヴィンチ原宿から神宮前テラスに変更しています。 
（注）19．2018年１月18日付けで建物を譲渡したことから、2001年11月30日付けにて土地・建物を取得した際の建物取得価格を差し引いていま

す。 
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（2）ポートフォリオにおけるPML値（注） 

 本募集後において当投資法人が保有する物件のうち、（仮称）新宿南口プロジェクト

（底地）及び渋谷クロスタワー（底地）を除く69物件全体につき、東京海上日動リスクコ

ンサルティング株式会社による地震リスク調査報告書が作成されています。但し、当該地

震リスク調査報告書については、その内容を保証するものではなく、意見に過ぎません。 

 当該地震リスク調査報告書に記載されたPML値は、以下のとおりです。本募集後における

当投資法人のポートフォリオPML値は1.7％となっています。 

（注）PML（Probable Maximum Loss）値とは、地震による予想最大損失率をいい、50年間に10％の確率で発生する大地震（50

年間10％の確率を１年間の確率に換算すると1/475となることから、再現期間475年の地震、あるいは、475年に１度起こ

り得る強さの地震をいう）を想定した場合、被災後の建築物を被災前の状態に復旧する工事費の再調達価格に対する比

率（被害総額÷建物の再調達価格）をいいます。 
 

地域区分 物件名称 竣工年月 取得年月 PML値 
   

千代田区 

北の丸スクエア 2006年１月 2006年２月 1.6％ 
    ＭＤ神田ビル 1998年２月 2002年５月 5.0％ 
    神田橋パークビルヂング 1993年７月 2002年８月 5.0％ 
    大手町フィナンシャルシティノースタワー 2012年10月 2014年３月 0.9％ 
    二番町ガーデン 2004年４月 2005年４月 2.1％ 
    三菱ＵＦＪ信託銀行本店ビル 2003年２月 2007年３月 1.4％ 
    ビュレックス麹町 2005年１月 2005年７月 4.1％ 
 

  山王グランドビル 1966年９月 
2005年１月 
2006年４月 

3.6％ 

    有楽町電気ビルヂング 1975年９月 2003年８月 3.7％ 
   

中央区 

小伝馬町新日本橋ビルディング 1991年11月 2001年９月 3.3％ 
    フロントプレイス日本橋 2014年２月 2018年１月 2.3％ 
    共同ビル（茅場町２丁目） 1991年４月 2011年３月 3.6％ 
    ビュレックス京橋 2002年２月 2002年７月 4.7％ 
    銀座一丁目イーストビル 2008年５月 2015年３月 2.1％ 
    銀座三和ビル 1982年10月 2005年３月 3.7％ 
 

  菱進銀座イーストミラービル 1998年10月 
2005年３月 
2010年５月 

2.8％ 

    晴海フロント 2012年２月 2013年１月 2.0％ 
    晴海センタービル 2006年11月 2007年12月 3.5％ 

首 
都 
圏 

東 
京 
23 
区 

港区 

赤坂パークビル 1993年７月 2011年11月 1.4％ 
青山クリスタルビル 1982年12月 2003年３月 5.4％ 
クローバー芝公園 2006年２月 2015年１月 4.6％ 

汐留ビルディング 2007年12月 

2008年12月 
2010年１月 
2015年５月 
2017年３月 
2017年９月 

1.4％ 

芝二丁目大門ビルディング 1984年３月 2001年９月 3.0％ 
コスモ金杉橋ビル 1992年３月 2001年９月 7.3％ 
田町フロントビル 2014年７月 2017年３月 3.3％ 

 

 

新宿区 

新宿イーストサイドスクエア 2012年３月 

2014年10月 
2017年１月 
2018年３月 
（予定） 

1.2％ 

 
  新宿フロントタワー 2011年８月 

2018年４月 
（予定） 

2.1％ 

    新和ビルディング 1989年11月 2004年９月 7.0％ 
 

  東京オペラシティビル 1996年７月 
2005年９月 
2010年３月 

2.0％ 

    台東区 TIXTOWER UENO 2010年７月 2012年６月 2.0％ 
   

品川区 
東五反田1丁目ビル 2004年７月 2004年11月 2.6％ 

    大崎フロントタワー 2005年６月 2011年２月 3.4％ 
    大田区 大森駅東口ビルディング 1989年７月 2001年９月 2.8％ 
   

渋谷区 

代々木1丁目ビル 2003年10月 2004年４月 2.2％ 
    神宮前テラス 1987年12月 2002年11月 9.6％ 
    神宮前メディアスクエアビル 1998年３月 2003年10月 3.3％ 
 

  恵比寿ネオナート 1994年10月 
2003年11月 
2004年４月 
2014年２月 

2.4％ 

 
  中野区 ハーモニータワー 1997年３月 

2005年２月 
2012年12月 
2015年３月 

2.0％ 

   
豊島区 

大塚東池袋ビルディング 1987年11月 2001年９月 6.1％ 
    池袋二丁目ビルディング 1990年５月 2001年９月 3.4％ 
    池袋ＹＳビル 1989年12月 2004年８月 5.7％ 
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地域区分 物件名称 竣工年月 取得年月 PML値 

首 
都 
圏 

東 
京 
23 
区 
以

外 

八王子市 八王子ファーストスクエア 1996年７月 
2005年３月 
2008年３月 

3.9％ 

さいたま市 さいたま浦和ビルディング 1990年３月 
2001年９月 
2001年10月 

7.2％ 

横浜市 
ＭＭパークビル 2007年12月 2008年３月 4.0％ 
クイーンズタワーＡ 1997年６月 2014年１月 3.3％ 

川崎市 
川崎砂子ビルディング 1990年12月 2001年９月 4.1％ 
武蔵小杉ＳＴＭビル 1990年10月 2008年３月 3.8％ 

  札幌市 ８・３スクエア北ビル 2006年12月 2007年６月 1.6％ 
 

仙台市 

定禅寺パークビル 1993年１月 2005年１月 3.3％ 
  東二番丁スクエア 2008年７月 2013年１月 1.8％ 
 

仙台本町ホンマビルディング 1991年11月 
2001年９月 
2006年６月 

2.2％ 

  ＡＥＲ 1998年３月 2015年９月 1.3％ 
 

金沢市 
金沢パークビル 1991年10月 

2002年２月 
2003年３月 

4.8％ 

  金沢上堤町ビル 2009年８月 2016年10月 3.8％ 

地 
方 
都 
市 

名古屋市 

錦パークビル 1995年８月 

2006年10月 
2006年11月 
2014年６月 
2016年４月 

2.4％ 

名古屋広小路プレイス 2004年12月 2013年７月 3.1％ 
名古屋広小路ビルヂング 1987年５月 2001年９月 2.4％ 
名古屋御園ビル 1991年９月 2003年８月 4.1％ 

  京都市 四条烏丸センタービル 2010年１月 2013年９月 11.7％ 
 

大阪市 

梅田スクエアビルディング 1995年７月 2015年４月 7.4％ 
  新藤田ビル 1995年４月 2008年９月 4.0％ 
 

堺筋本町ビル 1992年10月 
2001年９月 
2003年12月 

7.4％ 

 
御堂筋ダイワビル 1991年９月 

2001年９月 
2002年２月 

6.9％ 

  尼崎市 尼崎フロントビル 2008年10月 2015年３月 5.3％ 
  岡山市 リットシティビル 2005年６月 2006年２月 0.6％ 
 

広島市 ＮＨＫ広島放送センタービル 1994年８月 
2004年３月 
2008年３月 

1.1％ 

 
福岡市 

東晴天神ビルディング 1992年３月 2001年９月 4.3％ 
  天神クリスタルビル 1993年８月 2005年６月 3.1％ 
  日之出天神ビルディング 1987年８月 2001年９月 4.2％ 

ポートフォリオPML 1.7％ 
 
 

（3）エリア分散状況 

 以下の表は、当投資法人が本募集後に保有する物件における、大規模オフィスビル及び

中・小規模オフィスビルの各エリアでの分散状況（賃貸可能面積ベース）を示したもので

す。 

 

① ポートフォリオ全体（％）（賃貸可能面積合計849,075㎡） 

  都心５区 その他首都圏 地方 合計 

大規模 40.3 15.8 28.3 84.4 

中・小規模 8.3 3.8 3.5 15.6 

合計 48.6 19.6 31.8 100.0 

 

② 都心５区（％）（賃貸可能面積合計412,384㎡） 

  千代田区 中央区 港区 新宿区 渋谷区 合計 

大規模 18.8 15.2 24.0 21.1 4.0 83.0 

中・小規模 3.5 6.2 3.7 1.5 2.1 17.0 

合計 22.3 21.4 27.7 22.5 6.1 100.0 
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11 投資リスク 

 以下では、参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リ 

スク」に記載された「投資リスク」の全文を記載しています。なお、参照有価証券報告書

提出日以後、変更又は追加となった箇所は下線で示しています。 

 以下には、当投資法人による不動産等への投資に係るリスク要因、当投資法人の制度の

仕組みに係るリスク要因及びそれらの結果としての当投資法人の発行する投資口（以下

「本投資口」といいます。）及び投資法人債（以下「本投資法人債」といい、これには短

期投資法人債を含むことがあります。）への投資に関するリスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項を記載しております。但し、以下は当投資法人への投資に関する全

てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在する可能性が

あります。 

 当投資法人は、可能な限りこれらリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応

に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分であるとの保証はありません。以下に

記載するリスクが現実化した場合、本投資口又は本投資法人債の市場価格は下落すると考

えられ、その結果、本投資口又は本投資法人債の投資家（以下単に「投資家」ということ

があります。）につき当初の投資額に係る欠損や分配金の低下が生じる可能性がありま

す。 

 本投資口及び本投資法人債に関する投資判断は、以下のリスク要因及び本書中の本項以

外の記載事項を慎重に検討した上で各投資家自らの責任において行う必要があります。 

 

 本項に記載されている項目は、以下のとおりです。 

① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に係るリスク 

Ａ．換金性リスク 

Ｂ．市場価格変動に係るリスク 

Ｃ．金銭の分配に係るリスク 

② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク 

Ａ．投資法人の組織運営に係るリスク 

Ｂ．投資法人の制度に係るリスク 

Ｃ．投資法人制度における金融商品取引法上の規制に係るリスク 

Ｄ．減損会計の適用に関するリスク 

③ 投資法人の運用資産：原資産である不動産特有のリスク 

Ａ．瑕疵担保責任に係るリスク 

Ｂ．不動産から得られる賃料収入に係るリスク 

Ｃ．不動産管理会社に係るリスク 

Ｄ．不動産の運用費用に係るリスク 

Ｅ．鑑定評価額に係るリスク（取得又は売却の際に取引価格と差異が生ずるリスク） 

Ｆ．建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク 

Ｇ．売却時の不動産流動性に係るリスク 

Ｈ．建築基準法等の既存不適格に係るリスク 

Ｉ．共有物件に係るリスク 

Ｊ．区分所有建物に係るリスク 

Ｋ．借地等に係るリスク 

Ｌ．底地物件に関するリスク 

Ｍ．有害物質又は放射能汚染等に係るリスク 

Ｎ．不動産の所有者責任に係るリスク 
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Ｏ．不動産等関連資産の偏在に係るリスク 

Ｐ．テナント集中に係るリスク 

Ｑ．将来における法令等の改正に係るリスク 

Ｒ．テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク 

Ｓ．売主の倒産等の影響に係るリスク 

Ｔ．竣工前の不動産等関連資産の取得その他開発物件に係るリスク 

Ｕ．取得予定資産の組入れ・譲渡等に関するリスク 

Ｖ．フォワード・コミットメント等に関するリスク 

Ｗ．マスターリースに関するリスク 

Ｘ．開発不動産に係る買戻しに関するリスク 

④ 投資法人の運用資産：信託の受益権特有のリスク 

Ａ．信託受益者として負うリスク 

Ｂ．信託の受益権の流動性に係るリスク 

Ｃ．信託受託者に係るリスク 

⑤ 特定目的会社の優先出資証券への投資に係るリスク 

⑥ 税制に係るリスク 

Ａ．導管性要件に係るリスク 

Ｂ．税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク 

Ｃ．不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

Ｄ．一般的な税制の変更に係るリスク 

⑦ リスクに対する管理体制 

Ａ．リスクに対する管理体制 

Ｂ．コンプライアンス上の問題への対応 

 

① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に係るリスク 

Ａ．換金性リスク 

 本投資口については、投資主からの請求による投資口の払戻しは行われません。従って、投

資主が本投資口を換金するには原則として、金融商品取引所を通じて又は取引所外において、

第三者に対して売却することが必要となります（注）。本投資口は、東京証券取引所不動産投

資信託証券市場に上場しておりますが、投資主が保有する本投資口について買主が存在すると

の保証はなく、一定の譲渡価格を保証する第三者も特に存在いたしません。また、本投資口の

上場が廃止された場合や、不動産投資信託証券市場が存続しなくなった場合、投資主は保有す

る本投資口を市場外にて相対で譲渡する他に換金の手段がなくなります。これらにより、本投

資口を廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資口の譲渡自体が不可能となる場合があります。

また、本投資法人債について確立された取引市場は存在しないため、買主が存在するとの保証

もないほか、譲渡価格も保証されておりません。 

（注）当投資法人は、投資主との合意により自己投資口を取得することが可能です（投信法

第80条第１項第１号）。 

 

Ｂ．市場価格変動に係るリスク 

 本投資口の市場価格は、金利動向や為替相場等の金融環境変化により影響されることのある

ほか、内外の投資家による本投資口に係る売買高、他の金融商品に対する投資との比較におけ

る優劣、市場環境や将来的な景気動向等によって左右されることがあります。また、地震等の

天災、不動産取引の信用性に影響を及ぼす社会的事象等を契機として、本投資口の市場価格が

下落するおそれがあります。 
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 また、当投資法人は、不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの

資産のみを信託する信託の受益権を主な投資対象としており、かかる資産の評価額の変動によ

って、本投資口の市場価格は変動することがあります。その他、不動産市場の趨勢、オフィス

の需給関係、オフィス需要を左右することのある企業を取り巻く経済の全般的状況及び法制、

税制の変更等、不動産関連市場を取り巻く要因による影響を受けることもあります。 

 加えて、当投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達いたしますが、その

資金調達が新投資口の発行により行われる場合には、投資口１口当たり純資産額は影響を受け

ることがあり、また、市場における投資口の需給バランスに影響を与えることになり、その結

果、本投資口の市場価格が悪影響を受けるおそれがあります。なお、今後、当投資法人が新投

資口予約権の無償割当て（いわゆるライツ・オファリング）をした場合も同様です。 

 また、当投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に

対して監督官庁等による行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資口の市場価格

が下落することがあります。 

 その他、本投資法人債は金利動向等の市場環境等により価格変動のおそれがあり、また格付

けの見直しや引き下げによる影響を受けることがあります。 

 

Ｃ．金銭の分配に係るリスク 

 当投資法人はその分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の

有無、金額及びその支払いは、いかなる場合においても保証されるものではありません。特

に、賃料収入の低下、損失の発生、現金不足等の場合、予想されたとおりの分配を行えない可

能性があります。 

 

② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク 

 当投資法人は、投信法に基づいて設立される社団（投信法第２条第12項）であり、一般の法人

と同様の組織運営上のリスク及び投資法人という制度固有のリスクが存在します。 

Ａ．投資法人の組織運営に係るリスク 

 当投資法人の組織運営上の主なリスクは、以下のとおりです。 

ⅰ．役員の職務遂行に係るリスク 

 投信法上、投資法人の業務を執行し投資法人を代表する執行役員及び執行役員の職務の執

行を監督する監督役員は、投資法人からの受任者として善良な管理者としての注意義務（以

下「善管注意義務」といいます。）を負い、また、法令、規約及び投資主総会の決議を遵守

し投資法人のため忠実に職務を遂行する義務（以下「忠実義務」といいます。）を負います

が、職務遂行上、当投資法人の執行役員又は監督役員が善管注意義務や忠実義務に反する行

為を行い、結果として投資家が損害を受ける可能性があります。 

ⅱ．投資法人の資金調達に係るリスク 

 当投資法人は資金調達を目的として、借入れ及び投資法人債を発行することがあり、規約

上、借入金と投資法人債を合わせた限度額は１兆円とされ、また、借入れを行う場合、借入

先は、適格機関投資家（租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。）に

限るものと規定されております。 

 借入れ又は投資法人債の発行を行う際には様々な保全措置がとられることがあり、その一

環として、担保提供の制限、財務制限、追加担保の条項、現金その他の一定資産の留保、資

産・負債等に基づく財務指標による借入制限や担保設定制限、早期償還事由、資産取得制

限、投資主への分配に係る制限、当投資法人の業務その他に係る約束や既存の制限等への追

加が要請されることがあります。このような約束や制限の結果、本投資口又は本投資法人債

の市場価格に悪影響が出るおそれがあります。また、借入れ及び投資法人債の発行はその
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時々の金利実勢、当投資法人の財務状況、経済環境のほか、借入先や投資家の自己資本規制

その他の法的・経済的状況等の多くの要因に従って決定されるため、当投資法人が必要とす

る時期及び条件で機動的に借入れ又は投資法人債の発行を行うことができるとの保証はあり

ません。当投資法人が既存の借入れ及び投資法人債の返済資金を新たな借入れ等で調達する

ことを予定していたにもかかわらず、かかる新たな借入れ等が予想に反してできない場合に

は、既存の借入れ等について債務不履行となる可能性があります。 

 借入れ及び投資法人債の金利は、借入れ時及び投資法人債発行時の市場動向による影響を

受け、金利が上昇した場合、当投資法人の利払い額が増加し当投資法人の収益に悪影響を及

ぼす可能性があります。また、変動金利による借入れ等を行った場合には、その実行後に金

利が上昇することにより、同様に利払い額が増加することがあります。 

 さらに、金利変動リスク・為替変動リスクのヘッジ等を目的として当投資法人が金利・通

貨スワップ等デリバティブ取引を行った場合、取引後に取引相手が倒産手続きを開始する等

により契約が中途解約となる可能性があります。そのような中途解約の際に、取引後の金利

上昇等により取引相手が清算金を当投資法人に支払う義務が生じている場合がありますが、

取引相手がその義務を履行することができないことにより、当投資法人が損害を被るリスク

があります。 

 借入れに当たり、税法上の導管性要件（後記「⑥ 税制に係るリスク Ａ. 導管性要件に

係るリスク」をご参照ください。）を満たすためには、当投資法人は、その借入先を機関投

資家（租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。）に限定することが要請さ

れ、借入先は現実には限定されております。また、当投資法人の保有不動産の全部又は一部

が資金の借入先に対して担保に供された場合、当投資法人はその償還を行うか借入先の承諾

を得られない限り担保対象となる保有不動産を処分し若しくは建替等を行うに当たり制限を

受けることとなります。その結果、当投資法人が必要とする時期及び条件で保有不動産を処

分できないおそれがあります。また、当投資法人の保有不動産の売却等により、借入金の期

限前返済又はデリバティブ取引の中途解約を行う場合には、期限前返済又は中途解約に係る

コスト（違約金・清算金等）がその時点における金利情勢によって決定される場合がある

等、予測しがたい経済状況の変更により当投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。当投資法人が資金を調達しようとする場合、借入れのほか、投資法人債の発行又は新投

資口の発行の方法によることがあります。投資法人債の発行を行う場合、一般に、様々な財

務制限条項や誓約事項が規定されることがあり、当投資法人の場合、既に償還した投資法人

債の中には、担保提供制限、留保資産提供制限、投資法人負債比率の維持条項、投資法人Ｄ

ＳＣＲ維持条項及び投資法人有担保負債比率維持条項等の財務制限条項が規定されたものが

ありました。現存する当投資法人の投資法人債にこのような財務制限条項はありませんが、

将来発行する投資法人債に財務制限条項が規定される可能性があり、かかる財務制限条項に

抵触する場合、当該投資法人債について期限の利益を失うこととなります。そのほか、現存

する当投資法人の投資法人債においても一定の制約条項や期限の利益の喪失条項が規定され

ています。また、投資法人債の発行及び条件は、信用格付業者からの格付けにより又は市場

環境に左右されることがあり、従って、当投資法人の希望する時期及び条件でこれを発行す

ることができないおそれがあります。新投資口の発行を行う場合、投資口の発行価格はその

時々の市場価格により左右され、場合により、当投資法人の希望する時期及び条件でこれを

発行することができないおそれがあります。 

ⅲ．投資法人の倒産リスク 

 当投資法人は一般の法人と同様に、その資産を超える負債を有するに至る可能性を否定す

ることはできません。当投資法人は現行法上の倒産手続きとして破産法、民事再生法及び投

信法上の特別清算手続きに服します。 
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 本投資口及び本投資法人債は金融機関の預金と異なり、預金保険等の対象ではなく、本投

資口につき、当初の投資額が保証されているものではありません。当投資法人が清算される

場合、投資主は、全ての上位債権者への償還の後でしか投資額を回収できません。従って、

清算、特に倒産手続きに基づく清算の場合には、投資主は投資額のほとんどにつき償還を受

けられない可能性があります。また、本投資法人債の債権者は清算手続きに従ってのみ投資

額を回収することになり、債権全額の償還を受けられるとの保証はありません。 

 

Ｂ．投資法人の制度に係るリスク 

 投資法人の制度上の主なリスクは以下のとおりです。 

ⅰ．業務委託に係るリスク 

 投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができず、使用人を雇用するこ

とはできません。また、当投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を本資産運用会社に、

資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託しています。従

って、当投資法人の業務執行全般の成否は、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受

託者の能力や信用性に依拠することになります。金融商品取引法上、資産運用会社となるた

めには投資運用業の登録を行う必要があり、資産保管会社は信託業を兼営する銀行等一定の

要件を満たすものに資格が限定されており、一般事務受託者については、投資法人の設立時

及び設立後に新たに行う一般事務受託者との契約締結時に、不適当なものでないことの調査

が執行役員及び監督役員により行われておりますが、それぞれの業務受託者において、今後

業務遂行に必要とされる人的・財産的基盤が損なわれた場合や、これらの業務受託者が金融

商品取引法及び投信法により投資法人に対して負う善管注意義務や忠実義務に反する行為を

行った場合、結果として投資家が損害を受ける可能性があります。 

 また、投信法上、資産の運用、資産の保管及び一般事務に関しては第三者へ委託すること

が義務付けられているため、本資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者が、破産又

は会社更生手続きその他の倒産手続き等により業務遂行能力を喪失する場合には、倒産に至

った業務受託者等に対して当投資法人が有する債権の回収に困難が生じるだけでなく、当投

資法人の日常の業務遂行に影響を及ぼすことになります。また、委託契約が解約又は解除さ

れた場合において、速やかに当投資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上

の能力と専門性を有する第三者を選定し業務を委託できないときには、当投資法人の収益等

が悪影響を受けるおそれがあるほか、本投資口が上場廃止になる可能性もあります。 

ⅱ．資産の運用に係るリスク 

 投資法人は、投信法上、資産運用会社にその資産の運用に係る業務を委託しなければなら

ないため、当投資法人の資産の運用成果は、特に資産の運用に係る業務を行う本資産運用会

社の業務遂行能力に依拠することになります。資産運用会社についての主なリスクは以下の

とおりです。 

（a）資産運用会社の運用能力に係るリスク 

 資産運用会社は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために忠実義

務を負いますが、運用成果に対して何らの保証を行うものではありません。また、資産運

用会社となるためには投資運用業の登録を行う必要があり、金融商品取引法及び投信法に

定める監督を受け、その信用力の維持には一定限度の制度的な裏付けがありますが、金融

商品取引法及び投信法はその運用能力まで保証するものではありません。 

（b）資産運用会社の行為に係るリスク 

 資産運用会社は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために忠実義

務を負い、更に資産運用会社の行為により投資法人が損害を被るリスクを軽減するため、

金融商品取引法及び投信法において業務遂行に関して行為準則が詳細に規定されています
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が、資産運用会社が、かかる行為準則に反したり、法定の措置を適正に取らない場合に

は、投資家に損害が発生するリスクがあります。また、本資産運用会社の株主、その役職

員の出向元企業又はその関係会社等といった関係者が、当投資法人の投資対象である不動

産等関連資産の取引に関与する場合や、本資産運用会社自身も自ら投資活動を行い、又は

当投資法人以外の投資法人や顧客への助言業務等を行う可能性もあります。そのような場

合に、本資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、当投資法人の利益を害するこ

ととなる取引を行わないとの保証はありません。 

（c）資産運用会社における社内体制・投資方針等の変更に係るリスク 

 本資産運用会社は、当投資法人の規約に基づいて投資運用業を遂行するため、本資産運

用会社の社内規則である資産管理計画書において、投資対象不動産等に係る取得・維持管

理・売却の方針及び財務上の指針を定めておりますが、その内容は規約に反しない限度で

適宜見直し、変更されることがあります。また、本資産運用会社は、資産管理計画書に従

いその業務を適切に遂行するため、一定の社内体制を敷いておりますが、かかる社内体制

について効率性・機能性その他の観点から今後変更を行わないとは限りません。 

 このような、本資産運用会社における投資方針・社内体制等の変更により、当投資法人

の資産運用の内容がこれまでと異なるものとされ、それによって予定されていた収益を上

げられない可能性があります。 

ⅲ．投資法人の合併に係るリスク 

 平成22年２月以降、投資法人間の合併が複数例行われておりますが、当投資法人が他の投

資法人と合併する場合、資産管理計画書に定めるポートフォリオ構築方針とは異なる資産構

成になることや、総資産有利子負債比率が上昇し資金調達条件に変化が生じることがありま

す。また、合併に反対する投資主から自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請

求される可能性があり（投信法第149条の３第１項、149条の８第１項、149条の13第１項）、

かかる請求がなされた場合、当投資法人の財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります（新

投資口予約権が発行されている場合も同様です。）。他方、当投資法人が投信法第149条の７

第２項に定める簡易合併の手続により同条第１項の投資主総会の承認を受けずに合併を行う

場合、当投資法人の投資主は当該合併に反対する場合においても買取請求権を行使すること

はできません（投信法第149条の７第２項、149条の８第１項）。さらに、当投資法人が合併

した後においても、当投資法人が合併に当たって期待したメリットが得られる保証はなく、

想定外の費用や負担が生じる可能性もあります。これらの結果、当投資法人の投資主に損害

を及ぼす可能性があります。 

 

Ｃ．投資法人制度における金融商品取引法上の規制に係るリスク 

当投資法人の投資口は、金融商品取引法で定める、いわゆるインサイダー取引規制の適用を

受けます。また、本資産運用会社及び当投資法人は、自発的に内部規則を設け、内部者が本投

資口に係る取引を行うことを制限しております。しかしながら、当投資法人、本資産運用会社

その他の内部者が当投資法人や投資口に係る未公表の内部情報を知りつつ投資口等に係るイン

サイダー取引規制に違反する取引を行うことがないとの保証はなく、その場合には、投資家の

信頼又は市場における信頼を損ね又は喪失する可能性があり、その結果、当投資法人への投資

家が不利益を受けるおそれがあります。 

なお、投資口については、大量保有報告制度が適用されます。 
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Ｄ．減損会計の適用に関するリスク 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）（以下「減損会計」といいます。）が、

当投資法人においても適用されています。「減損会計」とは、主として土地・建物等の固定資

産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条

件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。

「減損会計」の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損

失が発生し、当投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 投資法人の運用資産：原資産である不動産特有のリスク 

 当投資法人は、我が国の不動産及び不動産を信託する信託の受益権を主要投資対象としてお

り、これらの原資産となる不動産等関連資産については、以下のリスクがあります。 

Ａ．瑕疵担保責任に係るリスク 

 不動産は個々の物件毎に個性を持ち代替性が低いため取得しようとする不動産等関連資産に

一定の瑕疵があった場合には、資産価値の減耗や、予定しない補修費用等が発生し、当投資法

人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。かかる瑕疵には、例えば、建物の構造、用いら

れる材質、地盤、特に土地に含有される有毒物質、地質の構造等に関する欠陥や瑕疵等のほ

か、不動産には様々な法規制が適用されているため、法令上の規制違反の状態をもって瑕疵と

されることもあり得ます。また、建物の施工を請け負った建設会社又はその下請業者におい

て、建物が適正に施工されない場合があり得るほか、建築資材の強度・機能等の不具合や基準

への不適合がないとの保証はありません。 

 当投資法人は、取得しようとする不動産等関連資産に係る売買契約等において売主からの一

定の表明及び保証を取得し、瑕疵の内容等について責任の所在を明確化した上で不動産等関連

資産を取得することとしておりますが、かかる表明及び保証の内容が真実かつ正確であるとの

保証はありませんし、売買契約の交渉において、売主が行う表明・保証の対象、期間又は責任

額が限定され若しくはかかる表明・保証が全く行われない場合もありえます。そこで、当投資

法人が不動産等関連資産を取得しようとする場合、かかる不動産等関連資産について自ら調査

を行うほか、信頼のおける中立の建設会社、不動産業者、リサーチ会社等の専門業者からのエ

ンジニアリングレポート、地震リスク調査報告書等を取得します。しかし、上記の調査には限

界があり、取得した資料の内容、売主・その前所有者やテナントの協力の程度、調査が可能な

範囲及び時間的な制約等から、不動産等関連資産に関する欠陥・瑕疵について事前に全てを認

識することができるとの保証はありません。 

 更に、売主の資力が十分でない場合等、実際には売主に対して瑕疵担保責任や売買契約等の

違反による責任を追及することにより損害の回避又は回復を図ることができない場合がありま

す。 

 不動産を信託する信託の受益権の売買においても、信託の受益権の原資産である不動産に隠

れた瑕疵があった場合には、当該不動産の実質的所有者である受益者となる当投資法人が上記

と同様のリスクを負担することになります。 

 他方、当投資法人又は信託受託者が不動産の売主となる場合には一定限度の瑕疵担保責任を

負うことになる場合があります。なお、当投資法人は宅地建物取引業法上、みなし宅地建物取

引業者であるため、不動産の売主として民法上負う瑕疵担保責任を排除することは原則として

できません。 

 加えて、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産

登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことや予想
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に反して第三者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、上記と同じく、

当投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりま

すが、その実効性があるとの保証はありません。 

 

Ｂ．不動産から得られる賃料収入に係るリスク 

 当投資法人の主な収入は、当投資法人が直接保有する不動産に係る賃料収入（不動産を信託

を通じて保有する場合は当該不動産に係る賃料収入を主たる原資とする信託契約上の収益配

当）です。不動産の賃料収入に影響を与える主なリスクは以下のとおりです。 

ⅰ．不動産の稼働状況に係るリスク 

 当投資法人がオフィスビル等を購入する場合、前所有者とテナントの賃貸借契約をそのま

ま承継することが多く、契約上、期中の解約権が制限されていない場合、テナントは一定期

間前の解約予告によって賃貸借契約を終了することが通常可能であるため、テナントからの

賃料は将来にわたって確定されているものではありません。解約ペナルティ条項等を置いて

いる場合でも、裁判所によって解約ペナルティが一部減額される可能性があります。当投資

法人が保有する不動産等関連資産において賃貸借契約の解約が増加し、また更新がなされな

い結果として稼働状況が悪化するような場合には、不動産等関連資産から得られる賃料収入

が従前の賃料収入より減少します。また、退去するテナントへの敷金・保証金の返還等が必

要とされ、当投資法人のキャッシュフローを減ずる効果をもたらすことがあります。 

ⅱ．不動産の賃借人の信用力及び賃料未払いに係るリスク 

 賃借人（テナント）の財務状況が悪化した場合、賃貸借契約に基づく賃料支払いが滞る可

能性があり、当投資法人のキャッシュフローに影響を及ぼすほか、この延滞賃料等の債務

（場合により原状回復費用その他の損害金を含みます。）の合計額が敷金及び保証金で担保

される範囲を超える状況となる可能性があります。特に、賃料収入のうち一のテナントから

の賃料収入の割合が高い場合、賃料収入に与える影響が大きくなります。また、賃貸人が賃

貸借契約上の債務の履行を怠った場合には、テナントは賃料不払いを以てこれに対抗するこ

とができるため、テナントが賃貸人側の一定の落ち度を理由に意図的な賃料不払いを以て抗

弁権を主張する可能性もあり、その場合には当該不動産等関連資産から得られる賃料収入に

も影響を及ぼすことになります。 

ⅲ．賃借人による賃料減額請求権行使のリスク 

 賃貸人は、不動産等関連資産の賃借人（テナント）が支払うべき賃料につき、賃料相場の

下落その他の様々な事情により賃料減額に合意することを余儀なくされることがあります。

更に、建物の賃借人（テナント）は、定期建物賃貸借契約で賃料減額請求権を排除する特約

がある場合を除いては借地借家法第32条により賃料減額請求を行うことができます。当事者

間で協議が整わない場合には、賃貸人は減額を相当とする裁判が確定するまでテナントに対

して賃貸人が相当と考える賃料の支払を請求することができますが、その間に賃貸人が実際

に支払を受けた賃料の額が後に裁判で認められた額を超える場合には、当該超過額に年１割

の利息を付してテナントに返還しなければなりません。 

 これに対し、一定の要件を充たす場合には、いわゆる定期建物賃貸借として、借地借家法

第32条の賃料増減額請求権を排斥する当事者間の合意は有効とされます。この場合には賃料

の減額請求がなされないため、通常の賃貸借契約に比較して契約期間中の賃料収入の安定が

期待できます。しかし、賃借室の供給が多く、賃料の上昇が多く望めないような状況ではテ

ナントがこのような条件に合意する見返りとして賃料を低く設定することを求める傾向があ

るほか、逆に一般的に賃料水準が上昇したときにも賃貸人は賃料の増額を求められません。 
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Ｃ．不動産管理会社に係るリスク 

 一般に、建物の保守管理を含めた不動産等関連資産の管理業務全般の成否は、不動産管理会

社の能力・経験・ノウハウを含めたその業務遂行能力に強く依拠することになります。管理委

託先を選定するに当たっては、当該不動産管理会社の能力・経験・ノウハウを十分考慮するこ

とが前提となりますが、その不動産管理会社における人的・財産的基盤が今後も維持されると

の保証はありません。当投資法人は、直接保有する不動産に関して当投資法人が委託した不動

産管理会社につき、業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、管理委託契約を解除すること、

また、不動産を信託する信託の受益権を保有する場合には原資産である不動産に関して信託受

託者が委託した不動産管理会社につき、受益者としての指図権を行使し信託受託者を通じて同

様に解除することはできますが、不動産管理会社が交代する場合、後任の不動産管理会社が任

命されるまでは不動産管理会社不在又は機能不全のリスクが生じるため、一時的に当該不動産

等関連資産の管理状況が悪化するおそれがあります。 

 

Ｄ．不動産の運用費用に係るリスク 

 不動産の維持管理には様々な側面で経費を必要とします。例えば、各種保険料の値上げ、消

耗品の調達費用・修繕費・管理費を含め、不動産管理や建物管理に係る費用の上昇、不動産管

理会社その他による管理コストの上昇その他の理由により、不動産の運用に関する費用は増加

する可能性があります。また、法律の改正、不動産市場の変化等により、不動産の保有に係る

固定資産税、都市計画税等の負担が増加する可能性もあります。一方、不動産からの収入がこ

れに対応して増加するという保証はありません。 

 

Ｅ．鑑定評価額に係るリスク（取得又は売却の際に取引価格と差異が生ずるリスク） 

 不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士の分析に基づく

ものであり、かつ分析の時点における評価を示したものにとどまります。また、その評価の目

的・方法は必ずしも転売や再取得の場合における市場価格を算出することではありません。従

って、かかる鑑定及び価格調査の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格に

よる売買を保証又は約束するものではありません。 

 

Ｆ．建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク 

 建物の全部又は一部は、突発的な事故又は地震や風水害等の天災地変によって、毀損、滅失

又は劣化する可能性や、一定期間建物が不稼働となる可能性があります。当投資法人は、火

災・水害等による損害を補償する企業財産総合補償保険（特約による利益補償としての財産保

険、家賃保険を含むことがあります。）又は賠償責任補償保険等を付保する方針ですが、状況

により保険契約が締結されない可能性、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生する

可能性、保険契約でカバーされない災害や事故が発生する可能性又は保険契約に基づく支払が

保険会社により完全には行われず、若しくは支払が遅れる可能性も否定できません。また、保

険金が支払われた場合でも、行政上の規制その他の理由により事故発生前の状態に回復させる

ことが不可能である可能性があります。 

 加えて、天災地変とりわけ広い地域に被害をもたらす大地震が起こった場合、当投資法人の

保有に係る不動産等関連資産のうち複数の建物が同時に天災地変の影響を受ける可能性は否定

できません。本書の日付現在、当投資法人は、これらいずれの不動産等関連資産にも地震保険

を付保しておりません。従って、地震又は地震を原因とする火災・津波・液状化等の災害によ

る損害については、保険によるリスクカバーの対象外となっています。従って、大地震の場

合、当投資法人は莫大な損害を被るおそれがあります。 
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Ｇ．売却時の不動産流動性に係るリスク 

 当投資法人は、規約に基づき、中長期の安定運用を図ることを目標として運用を行うため、

保有に係る不動産等関連資産の売却を頻繁に行うことは意図しておりません。但し、上記目標

の範囲内でも、保有するより売却した方が当投資法人にとってより経済的な合理性があると判

断される場合等には保有する不動産等関連資産の売却を行うことがあります。 

 不動産等関連資産は、それを譲渡する場合、流通市場の発達した有価証券取引等と比較する

と、相対的に流動性が低いという性格を有します。また、売買時に相当の時間と費用をかけて

その物理的状況や権利関係等を詳細に調査するデュー・ディリジェンスを行います。デュー・

ディリジェンスの結果、当該不動産の物理的状況や権利関係等について重大な瑕疵が発見され

た場合には、流動性が低下したり、売買価格が減額されたりする可能性があります。その他、

不動産等関連資産もそれ以外の資産と同様、経済変動等によりその市場価格は変動します。 

 更に、不動産等関連資産の権利関係の態様によっては、流動性等に関するリスクが相対的に

増幅されます。 

 また、経済環境や不動産需給関係の影響によっては、当投資法人が売却を希望する不動産等

関連資産を希望どおりの時期・条件で売却できない可能性があります。これらの結果、当投資

法人の投資方針に従った運用ができず、当投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性がありま

す。加えて、隣接地権者からの境界確定同意が取得できない場合、又は境界標の確認ができな

いまま当該不動産等関連資産を取得する場合には、後日、このような不動産等関連資産を処分

するときに事実上の障害が発生する可能性や、境界に関して紛争が発生し、所有敷地の面積の

減少、損害賠償責任の負担等、これらの不動産等関連資産について予定外の費用又は損失が発

生する可能性があります。同様に、越境物の存在により、不動産等関連資産の利用が制限され

賃料に悪影響を与える可能性や、越境物の除去費用等の追加負担が当投資法人に発生する可能

性もあります。 

 なお、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産の一部については、境界確認が未了である

ものがあり、これらにつき将来売却するまでに境界が確定しない場合には、譲渡価格が減額さ

れる等の可能性があります。 

 

Ｈ．建築基準法等の既存不適格に係るリスク 

 不動産等関連資産は、建築物の敷地、構造、設備及び用途等に関して建築基準法等の制限に

服するものですが、建築物の建築時点において適格であった場合でも、その後の建築基準法等

の改正に基づく規制環境の変化により、後日建替等をする時点における建築基準法等の制限の

もとでは不適格になることがあります。その他、不動産は様々な規制のもとにあり、法令によ

る規制はもとより、各地の条例や行政規則等により規制が及ぶ場合があります。例えば、駐車

場の付置義務、住宅の付置義務、福祉施設の付置義務等のほか、不動産等関連資産を含む地域

が現時点又は将来において、道路等の都市計画の対象となる場合には、建築制限が付された

り、敷地面積が減少する可能性があります。法規制の変化によりかつて法令に適合していなが

ら後日適合しなくなる建物を既存不適格と呼ぶことがありますが、このような既存不適格の場

合には、既存の建物と同一の容積率・高さ・設備等では建替ができなくなり、追加の設備が必

要とされ、又は建替自体が事実上困難となる可能性があります。このような場合には、当投資

法人の保有に係る不動産等関連資産の資産価値や譲渡価格に悪影響を与える可能性がありま

す。 

 なお、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産の一部については、いわゆる既存不適格と

なっているものがあり、これらの資産につき建替えする場合、現況と同様な建物を再建築する

ことができない可能性があります。 
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Ｉ．共有物件に係るリスク 

 不動産を単独で所有している場合に比べ、共有不動産は法的に様々な側面で制約を伴いま

す。 

 まず、共有物の管理には持分の価格を基準として過半数での決定が求められており、当投資

法人がある共有の不動産等関連資産に係る持分の過半数を有していない場合には、一方で他の

共有者による使用の可能性によりその便益の享受を制限されつつ、他方で、当該共有の不動産

等関連資産の管理について当投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。 

 各共有者は、自己の共有持分を自由に処分することはできますが、共有持分は単独所有の場

合と比して不利でない価格で処分できるとは限りません。他方、共有物全体を一括処分する際

には、他の共有者全員の合意が必要となります。従って、当投資法人が不動産等関連資産の共

有者である場合、当投資法人の認識しないところで他の共有者が変更されることがある反面、

当投資法人が当該共有の不動産等関連資産への投資額を回収しようとするにも、当該共有の不

動産等関連資産を希望する時期及び条件で売却できないおそれがあります。一部の共有者の変

更の場合、新たな共有者の属性等によっては、当該共有の不動産等関連資産の管理や価値に悪

影響が出ることもあります。 

 また、各共有者は、何時でも共有物の分割を請求することができ、また、現物分割自体にな

じまない場合又は分割により価値が著しく減殺される場合には、裁判所により共有物全体の競

売を命じられることがあります。このように、共有不動産については、他の共有者からの分割

請求権行使によって、共有者は自己の望まない時期及び条件で共有物の分割を求められ、又

は、共有物全体が処分されることがあります。分割請求権を行使しないという共有者間の特約

は有効ですが、この特約の効力は最大５年であり、また、その旨の登記をしなければ、対象と

なる共有持分を新たに取得した譲受人に対抗することができません。仮に、特約があった場合

でも、特約をした者が破産、会社更生又は民事再生手続きになった場合には、管財人等はその

換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。但し、共有者は、破産、会社

更生又は民事再生手続きになった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することが

できます。 

 不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可

分債務になると一般的には解されており、他の共有者の債権者により当該共有者の持分を超え

て賃料収入全部が差押の対象となる場合や、賃借人からの敷金返還債務を他の共有者がその持

分等に応じて履行できない際に当該共有者が敷金全部の返還債務を負う場合等、共有者は他の

賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。また、各共有者はその持

分に応じて管理の費用を払いその他共有物の負担を引受けることとされておりますが、いずれ

かの共有者が自ら負担すべき公租公課その他の費用等の支払又は履行を行わない場合、滞納処

分や差押えを受け、不動産の管理に支障をきたし、最終的に他の共有者に損害が生ずるおそれ

があります。 

 以上のとおり、共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスク

があるため、既に述べた流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す

可能性があります。 

 なお、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産の一部については、原資産たる不動産が共

有物件となっているものがあります。 

 

Ｊ．区分所有建物に係るリスク 

 区分所有建物とは「建物の区分所有等に関する法律」（以下「区分所有法」といいます。）

の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分（居室等）と共有となる共用部分（エ

ントランス部分等）及び建物の敷地部分から構成されます。区分所有建物について建替決議等
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をする場合には、集会において区分所有者及び議決権（管理規約に別段の定めのない限り、そ

の有する専有部分の床面積の割合）の５分の４以上の多数の建替決議が必要とされる等（区分

所有法第62条）、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と比較して管理方法に制限があり

ます。 

 各区分所有者は自己の専有部分を原則として自由に管理・処分することができるため、当投

資法人の意向にかかわりなく区分所有者が変更されることがあり、新たな区分所有者の資力や

属性等によっては、当該不動産の価値や収益が減少する可能性があります。他方、管理規約等

において当該不動産の区分所有権（敷地の共有持分を含みます。）を処分する場合に他の区分

所有者に対して一定の権利（優先交渉権等）を与える旨の管理規約等があれば、当投資法人が

区分所有権の処分を行うに際して一定の制約を受けることとなります。 

 区分所有法上、各区分所有者は管理規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部

分の負担に任ずることとされ、これに反して自己の負担すべき公租公課や管理費等の支払を履

行しない場合には、不動産等関連資産の管理に支障をきたし、他の区分所有者に損害が生ずる

おそれがあります。 

 区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。 

 第一は、専有部分と敷地利用権の分離処分のリスクです。区分所有建物の専有部分を所有す

るために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいます。区分所有建物では、

専有部分と敷地利用権の一体性を保持するため、管理規約で別段の定めがない限り、専有部分

と敷地利用権を分離して処分することが禁止されています。敷地権（敷地権とは、敷地利用権

をもとに、区分所有建物の敷地になっている土地について建物と一体化されて登記されている

権利をいいます。）の登記がなされている場合には、専有部分とは別に敷地利用権だけが分離

されて処分されても、善意の第三者を含めて当該分離処分は無効となります。これに対し、敷

地権の登記がなされていない場合には、善意の第三者に対する分離処分は有効になりますの

で、敷地利用権を有しない専有部分の所有者が出現する可能性があります。そのような場合に

は、区分所有建物と敷地の権利関係が複雑になるため、既に述べた売却時の不動産流動性のリ

スクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。 

 第二は、区分所有建物とその敷地の関係について、使用貸借権やそれに類似した利用権が設

定されている場合に、それらの利用権を設定した者から当該敷地を譲り受けた第三者が区分所

有者に対して利用権を否認するリスクです。使用貸借権やそれに類似した利用権設定関係の合

意は、区分所有法上、新たな区分所有建物の買受人等の特定承継人（当該敷地のみを譲り受け

た第三者も含みます。）に対して効力を生じる（区分所有法第54条）合意とは解されない債権

的合意であるため、理論上、特定承継人が合意の存在を無視して、敷地の一部の所有権（又は

共有権）に基づき、その敷地を無償で利用している他の区分所有者に対して区分所有建物の明

渡しを請求できないとは言い切れません。このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、

区分所有建物の場合には、既に述べた不動産に係る流動性のリスクや、それらのリスクを反映

した価格の減価要因が増す可能性があります。 

 なお、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産の一部については、原資産が区分所有建物

となっているものがあります。 

 

Ｋ．借地等に係るリスク 

 当投資法人は、土地に係る所有権を取得することなく、その敷地上の建物を敷地利用権（借

地権等）と共に取得し、又はこのような建物を処分することがあります。この場合、建物の権

利移転に付随する借地権の譲渡に関して、敷地の所有権者の同意等が要求され又は同意にかわ

る金銭の支払を求められることがあり、その結果、当投資法人が希望する時期及び条件で建物

を処分することができないおそれがあります。また、敷地利用権の契約更新時に敷地の所有者

- 62 -



へ更新料を支払うことがあります。その他、借地権が期間満了又は建物の滅失等により消滅し

た場合、当投資法人は、建物を収去し敷地を明渡すことを求められます。また、定期借地権の

場合は期限の到来により借地権は更新されることなく消滅します。更に、敷地が売却又は競売

等により処分され、当投資法人が借地権について民法、建物保護法又は借地借家法等の法令に

従い対抗要件を具備しておらず又は先順位の対抗要件を具備した担保権者が存在する場合、当

投資法人は自己の借地権を対抗できないこととなります。 

 また、当投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うこともあり得ますが、借地を

明渡す際に、敷地所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又は一部の返還

を受けられないおそれがあります。 

 なお、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産の一部については原資産である土地の一部

又は全部が借地となっているものがあります。 

 上記に加えて、建築基準法に基づく制度により、敷地利用権として隣接地等の余剰容積が移

転されている場合があり（以下「空中権」といいます。）、借地権と同様に期間満了又は建物

の滅失等により空中権が消滅する場合があります。 

 

Ｌ．底地物件に係るリスク 

 当投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地を取得

し、または自ら所有していた土地建物のうち建物のみを売却して底地を保有することがありま

す。借地権は、定期借地権の場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消滅し、普通借

地権の場合には期限到来時に当投資法人が更新を拒絶しかつ当投資法人に更新を拒絶する正当

事由がある場合に限り消滅します。借地権が消滅する場合、当投資法人は借地権者より時価で

の建物買取を請求される場合があります（借地借家法第13条、借地法第４条）。普通借地権の

場合、借地権の期限到来時に更新拒絶につき前記正当事由が認められるか否かを当投資法人の

物件取得時に正確に予測することは不可能であり、借地権者より時価での建物買取を請求され

る場合においても、買取価格が当投資法人の希望する価格以下である保証はありません。 

 また、借地権者の財務状況が悪化した場合又は借地権者が破産手続、再生手続若しくは更生

手続その他の倒産手続の対象となった場合、借地契約に基づく土地の賃料の支払が滞る可能性

があり、この延滞賃料の合計額が敷金及び保証金等で担保される範囲を超える場合は投資家に

損害を与える可能性があります。借地契約では、多くの場合、賃料等の借地契約の内容につい

て、定期的に見直しを行うこととされています。賃料の改定により賃料が減額された場合、投

資家に損害を与える可能性があります。借地権者は借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減

額請求をすることができ、これにより、当該底地から得られる賃料収入が減少し、投資家に損

害を与える可能性があります。 

 

Ｍ．有害物質又は放射能汚染等に係るリスク 

 土地について、一般的に産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性は否定できず、か

かる有害物質が埋蔵されている場合には当該土地の価格の下落により、当投資法人が損害を受

ける可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入れ替えや洗浄が必要

となる場合にはこれに係る予想外の費用が発生し、当投資法人が損害を受ける可能性がありま

す。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通

じて間接的に、当投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があります。 

 土壌汚染等に関し、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質に係る一定の施設を設置してい

た場合や土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認

められる場合には、土壌汚染対策法に基づき、その土地の所有者、管理者又は占有者等は、か

かる汚染の状況について調査報告を命じられ、又は当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止そ
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の他必要な措置を講ずべきことを命ぜられることがあります。この場合、当投資法人に多額の

負担が生じる可能性があり、また、当投資法人が支出を余儀なくされた費用の償還を他者へ請

求できないおそれがあります。 

 また、建物について、一般的に建材等にアスベスト、ＰＣＢその他の有害物質を含む建材又

は設備が使用されているか、又は使用されていた可能性があります。かかる場合には当該建物

の価格の下落の可能性があり、また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分

的交換が必要となる場合にはこれに係る予想外の費用が発生する可能性があります。その他、

かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的

に、当投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性もあります。 

 さらに、原子力発電所の事故等により、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産又はその

所在周辺地域において、放射能汚染又は風評被害が発生し、当該地域における社会的ないし経

済的活動が阻害され、その結果、当該不動産等関連資産の収益性やその価値が大幅に減少する

可能性があります。 

 

Ｎ．不動産の所有者責任に係るリスク 

 民法第717条では、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害を

与えた場合には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに必要

な注意を行っていた場合には、その所有者が損害の賠償義務を負うとされ、この所有者の義務

は無過失責任とされております。従って、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産の設置又

は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害を与えた場合には、最終的に当投資法

人が損害賠償義務を負担するおそれがあります。 

 本書の日付現在、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産に関し、一定の賠償責任補償保

険等の保険契約が締結されており、今後当投資法人が取得する不動産等関連資産に関しても原

則として適切な保険を付保する予定ですが、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生

しないとの保証はなく、また、保険事故の発生した場合に常に十分な金額の保険金が適時に支

払われるとの保証はありません。 

 

Ｏ．不動産等関連資産の偏在に係るリスク 

 当投資法人は、中長期の安定運用を目標として運用を行うとの投資方針に従い、不動産等関

連資産の取得に当たりその所在地域につき分散投資する所存です。しかし、今後更に不動産等

関連資産の取得を行っていく過程で、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産が一定の地域

に偏在するおそれがあります。また、当投資法人の投資対象はオフィスビルを主体としている

ため、その用途は相対的に限定されております。従って、不動産等関連資産が偏在する地域に

おける地震その他の災害、賃料水準の下落や入居率の低下等が、当投資法人の収益に悪影響を

及ぼす可能性があるほか、オフィスビルにおける収益環境等の変化が当投資法人の収益に悪影

響を及ぼすおそれがあります。 

 更に、賃借人獲得に際し賃貸市場において当投資法人の保有する不動産等関連資産が地域的

又は用途的に相互間で競合し、その結果、当投資法人の収益に悪影響を与えるおそれがありま

す。 

 また、一般に、当投資法人の保有に係る不動産等関連資産のうち資産総額に占める個別の不

動産等関連資産の割合は、資産総額の規模が拡大する過程で低下していくと予想されるもの

の、資産総額に占める割合が大きい不動産等関連資産に関して、地震その他の災害、入居率の

低下、賃料水準の下落等の事情が発生した場合には、当投資法人の収益又は存続に著しい悪影

響をもたらす可能性があります。 
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 当投資法人の保有に係る不動産等関連資産は、オフィスビルが主体であり、その多くが東京

23区にありますが、今後、東京23区での新規オフィスビルの供給等の影響により、オフィスビ

ルの賃料相場は影響を受けるおそれがあります。 

 

Ｐ．テナント集中に係るリスク 

 当投資法人の保有に係る不動産等関連資産のうち一又は複数が少数のテナントに賃借され、

その結果、当該テナントの資力、退去、利用状況等により、当該不動産等関連資産の収益が大

きく影響を受けるおそれがあります。特に、かかるテナントが賃料の減額を要求する場合はも

ちろん、退去する場合には、一度に多額の資金の返還を余儀なくされ、かつ、大きな面積の空

室が生じるため、一時的に当該不動産等関連資産の収益が急激に悪化することがあります。 

 また、広い面積を一度に賃借するテナントを誘致するには時間がかかることがあり、場合に

よっては賃貸条件を緩和することを求められ、その誘致期間と条件次第では、当投資法人の収

益が悪影響を受けるおそれがあります。 

 

Ｑ．将来における法令等の改正に係るリスク 

 不動産は様々な法律の規制の下にあり、今後法令や規制が改正され、その結果当投資法人が

損失を被るおそれがあります。かかる法規制には、民法、区分所有法、借地借家法、建築基準

法、都市計画法、消防法、各地の条例等といった不動産に係る法規制のほか、土地収用法や土

地区画整理法のような私有地の収用・制限を定めた法律等も含まれ、これらの改正等により、

不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処

分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し又

は不動産等関連資産の価値が減殺される可能性があります。また、エネルギーや温室効果ガス

削減を目的とした法令、条例等の制定、改正によっても、追加的な費用負担が発生する可能性

があります。さらに、環境関連法令につき、将来的に環境保護を目的として不動産等関連資産

に関して規制が強化され、又は関連する法令等が制定・改廃・施行され、不動産について、大

気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務、その他の所有者として

の無過失責任等が課される可能性があります。 

 

Ｒ．テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク 

 当投資法人は、テナントの属性や資力に留意しつつ賃貸借契約を締結し、不動産管理会社を

通じてその利用状況を管理していく所存ですが、個々のテナントの利用状況をつぶさに監督で

きるとの保証はなく、また、当投資法人の承諾なしにテナントによる転貸借や賃借権の譲渡が

なされるおそれもあります。また、一部のテナントの属性により当該不動産等関連資産が悪影

響を受けることがあり、例えば、一定の反社会的勢力が賃貸人の承諾なくして建物の一部を占

拠する等といった場合には、当投資法人は直ちにこれに対応する所存ですが、当該不動産等関

連資産の価値が減損し、当投資法人の収益に悪影響が及ぶおそれがあります。 

 

Ｓ．売主の倒産等の影響に係るリスク 

 当投資法人が不動産等関連資産を取得した後に売主が倒産した場合、かかる不動産等関連資

産の売買契約又はその対抗要件具備行為は、倒産した売主の管財人等により否認される可能性

があります。また、かかる倒産手続きに入らない場合であっても、当該不動産等関連資産の売

買契約が当該売主の債権者により詐害行為を理由に取り消される可能性があります。この場

合、否認等により不動産等関連資産を取り戻される一方で支払った代金等は倒産手続きにおけ

る平等弁済の対象となり、著しく低い金額しか回収できないことがあります。その他、当投資

法人を買主とするある売買取引を、その実質に従い又はその他の理由により、担保付融資取引
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の性質を持つ取引であると法的に評価し、その結果、当該不動産等関連資産はなおも売主（倒

産手続きであればその財団）に属すると判断されることがあります。その場合には、当投資法

人は特に担保権の行使に対する制約を受けることがあります。 

 

Ｔ．竣工前の不動産等関連資産の取得その他開発物件に係るリスク 

 当投資法人は、建物竣工を条件として竣工前の物件の購入につき合意する場合があり、竣工

を条件としてあらかじめ開発段階で売買契約を締結する場合には、既に竣工済みの物件を取得

する場合に比べて、次のようなリスクが加わります。 

ⅰ．開発途中において、天災地変により、又は工事における事故その他の予期し難い事由の発

生により、あるいは地中障害物、埋蔵文化財若しくは土壌汚染等の発見により、開発が遅

延、変更又は中止されるリスク。 

ⅱ．工事請負業者の倒産若しくは請負契約の不履行により、又は行政上の許認可手続の遅延等

により、開発が遅延、変更又は中止されるリスク。 

ⅲ．竣工後のテナントの確保が当初の期待を下回り、見込みどおりの賃貸事業収入を得られな

いリスク。 

ⅳ．上記の事由その他により開発コストが当初の予想を大幅に上回り、又はその他予期せぬ事

情により開発が遅延、変更若しくは中止されるリスク。 

 上記のリスクが顕在化した場合には、開発物件からの収益等が当投資法人の予想を大きく下

回る可能性があるほか、予定された時期に物件の引渡しを受けられないおそれや予定どおりの

収益をあげられないおそれのほか、予定外の費用や損失を当投資法人が被る可能性があり、そ

の結果、投資家に損害を与える可能性があります。 

 また、当投資法人はその規約に基づき、資産の２分の１を超える額を不動産等に投資するこ

とを目的とする、資産流動化法に基づく特定目的会社が発行する優先出資証券への投資を行う

ことがあります。このような特定目的会社は、既に完成した建物を含む不動産へ投資を行う場

合のほか、当該特定目的会社が自ら土地又は土地の賃借権を取得してその上に建物を建築する

場合もあり、そのような場合、当該特定目的会社が上記に記載の竣工前の不動産等関連資産の

取得に係るリスクを負担する結果、これらのリスクが顕在化した場合には、当該特定目的会社

の財務内容が悪化し、ひいては当投資法人の投資した優先出資証券の価値が減損する恐れがあ

ります。 

 その他、当投資法人は法令及び規約に従い、保有する建物の増築、建替その他開発行為を行

うことがあります。この場合、建物竣工を条件として竣工前の物件を購入する場合に想定され

る上記の開発リスク類似のリスクが、増築、建替その他開発行為を行う保有資産につき生じる

ことがあり得ます。当投資法人は、当該リスクを精査した上でかかる開発行為を行うか否か、

また、行うとした場合の開発手法や当投資法人の業績に与える影響等も勘案する所存ですが、

かかるリスクが顕在化した場合、予定外の費用や損失を当投資法人が被る可能性があり、その

結果、投資家に損害を与える可能性があります。 

 

Ｕ．取得予定資産の組入れ・譲渡等に関するリスク 

 当投資法人は、現在保有する資産のみを投資対象とする投資法人ではなく、上場以来、その

資産ポートフォリオの拡大（外部成長ということがあります。）や質の向上（内部成長という

ことがあります。）を目指し、中長期的な安定運用を目指して日々活動を行っており、本書の

日付現在も、常に新たな資産取得に向けた市場調査や物件売却情報の入手に努め、また、潜在

的な売主又は買主や関係権利者との間での物件取得又は譲渡に向けた検討や交渉等も行いつつ

あります。従って当投資法人は、今後、本書に記載された資産以外の新たな資産の取得を決定

し、あるいは物件の売却や交換の他、新たな資産取得又は譲渡に向けたその他の手法を採択す
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る可能性があります。かかる決定がなされた場合には、引続き適時開示に努めます。従って、

かかる資産取得又は譲渡の決定は、本書提出から間もない時点で公表される場合もありえま

す。 

 また、実際に物件取得を行う旨合意し適時開示を行った場合にも、内装工事や修繕、物件の

特性、売主その他の権利者との協議の結果として、実際の引渡し・資産運用の開始までに一定

期間を要することがあります。物件取得の合意から引渡しまでの間に、経済環境が著しく変動

した場合等においては、当該資産を購入することができないおそれも否定できず、その結果、

予定した収益を上げることが困難となるおそれがあります。 

 なお、当投資法人は、物件取得を行うにあたり、当該物件の取得資金に充てることを目的と

して、借入れ又は投資法人債の発行を行うことがあり、そのような場合にも、適時開示に努め

ます。なお、かかる資金調達につき、前記「② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリス

ク Ａ．投資法人の組織運営に係るリスク ⅱ．投資法人の資金調達に係るリスク」をご参照

ください。 

 

Ｖ．フォワード・コミットメント等に関するリスク 

 当投資法人は、不動産又は信託受益権を取得するにあたり、いわゆるフォワード・コミット

メント（先日付の売買契約であって、契約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを

行うことを約する契約）等を行うことがあります。不動産売買契約が買主の事情により解約さ

れた場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損害

額等の立証にかかわらず、不動産又は信託受益権の売買価格に対して一定の割合の違約金が発

生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメント等の場合に

は、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があるため、その期間における市場環境

の変化等により当投資法人が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを

得なくなった場合には、違約金等の支払により、当投資法人の財務状況等が悪影響を受ける可

能性があります。 

 

Ｗ．マスターリースに関するリスク 

当投資法人は、賃貸する不動産をマスターリース会社に賃貸し、マスターリース会社が転貸

人としてテナントに転貸する場合があります。当投資法人がマスターリース契約を締結する場

合、テナント（マスターリースの場合、「テナント」とは実際の利用者（転借人）を指しま

す。以下同じとします。）はマスターリース会社の口座に賃料を入金することがあり、このよ

うな場合、マスターリース会社の財務状態が悪化した結果、マスターリース会社がテナントか

ら受領した賃料を、当投資法人（賃貸人）へ支払うことが滞る可能性があります。 

 また、マスターリース契約上、マスターリース会社の倒産や契約期間満了等によりマスター

リース契約が終了した場合、当投資法人が所有者として、テナントとの間の転貸借契約及び旧

マスターリース会社のテナントに対する権利及び義務等を承継することが必要となる場合があ

ります。このような場合、当投資法人がテナントに対して、賃貸人たる地位を承継した旨を通

知する前に、テナントが旧マスターリース会社に賃料等を支払った場合、当投資法人はテナン

トに対して賃料請求ができないおそれがあり、その結果、当投資法人の収益等が悪影響を受け

る可能性があります。 

 

Ｘ．開発不動産に係る買戻しに関するリスク 

当投資法人は、開発不動産の取得を行うことがあり、その場合、取得対象物件の売主（前売

主等を含みます。以下本項において同じとします。）との合意において、かかる取得対象物件

についての転売制限や一定の利用制限（反社会的勢力への利用制限を含みますが、これらに限
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られません。）を負担した上、かかる制限に違反した場合、売主に当該物件の買戻の権利が特

約として付与されることがあります。このような合意を回避するよう、当投資法人及びその資

産運用会社も対応しますが、このような制限を受けるほかない場合もあり、その際、当該取得

対象物件の取得後に、当投資法人自体が、又はその資産運用会社を通じ、かかる制限に違反し

ないとの保証は無く、その場合には、取得対象物件を買い戻され、ひいては、当投資法人の財

務状況等や収益等が悪影響を受ける可能性があります。 

 

④ 投資法人の運用資産：信託の受益権特有のリスク 

 当投資法人が、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権を取得する場合に

は、以下のような信託の受益権特有のリスクがあります。 

 なお、以下、平成19年９月30日施行の信託法（平成18年法律第108号）を「新信託法」とい

い、同日施行の信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第109号）

（以下「信託法整備法」といいます。）による改正前の信託法（大正11年法律第62号。その後の

改正を含みます。）を「旧信託法」といい、信託契約に別段の定めがない限り、平成19年９月30

日より前に効力を生じた信託契約については、信託財産についての対抗要件に関する事項を除

き、旧信託法が適用されます（信託法整備法第２条）。 

Ａ．信託受益者として負うリスク 

 信託受益者とは信託の利益を享受するものですが、他方で、旧信託法の下では、受託者が信

託事務の処理上発生した信託財産に関する租税、受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを

原因として第三者が損害を被った場合の賠償費用等の信託費用については、最終的に受益者が

負担することになっております（旧信託法第36条第２項）。すなわち、信託受託者が信託財産

としての不動産を所有し管理するのは受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的

には全て受益者に帰属することになります。従って、当投資法人が不動産、不動産の賃借権若

しくは地上権を信託する信託の受益権を取得する場合には、信託財産に関する十分なデュー・

ディリジェンスを実施し、保険金支払能力に優れる保険会社を保険者、受託者を被保険者とす

る損害保険を付保すること等、当投資法人自ら不動産を取得する場合と同等の注意をもって取

得する必要がありますし、一旦不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益

権を保有するに至った場合には、信託受託者を介して、原資産が不動産である場合と実質的に

ほぼ同じリスクを受益者たる当投資法人が負担することになり、その結果、当投資法人の収益

又は存続に悪影響を及ぼすおそれがあります。新信託法の下では、旧信託法第36条第２項が廃

止され、原則として信託受益者がこのような責任を負うことはなくなりましたが、信託受益者

と信託受託者の間で信託費用等に関し別途の合意をした場合には、当該合意に従い信託受益者

に対し信託受託者から信託費用等の請求がなされることがあり（新信託法第48条第５項、第54

条第４項）、その場合には同様に当投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。 

 

Ｂ．信託の受益権の流動性に係るリスク 

 投資法人が信託の受益権を保有し、信託受託者を通じて信託財産としての不動産を処分する

場合には、既に述べた不動産の流動性リスクが存在します。また、信託の受益権を譲渡しよう

とする場合には、信託受託者の承諾を契約上要求されるのが通常です。更に、不動産、不動産

の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権については金融商品取引法上の有価証券とみなさ

れますが、譲渡に際しては債権譲渡と同様の譲渡方法によるため（新信託法第94条）、株券や

社債券のような典型的な有価証券ほどの流動性があるわけではありません。また、信託受託者

は原則として瑕疵担保責任を負っての信託不動産の売却を行わないため、当投資法人の意思に

かかわらず信託財産である不動産の売却ができなくなる可能性があります。 
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Ｃ．信託受託者に係るリスク 

ⅰ．信託受託者の破産・会社更生等に係るリスク 

 信託法上、受託者が倒産手続きの対象となった場合に、信託財産が破産財団又は更生会社

の財産その他受託者の固有財産に属するか否かに関しては、旧信託法の下では、明文の規定

はないものの、同法の諸規定、とりわけ信託財産の独立性という観点から、登記等の対抗要

件を具備している限り、信託財産が受託者の破産財団又は更生会社の財産その他受託者の固

有財産に帰属するリスクは極めて低いと判断されます。新信託法においては、信託財産は信

託受託者の固有財産に属しない旨が明文で規定されています（新信託法第25条第１項、第４

項及び第７項）。但し、信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、

信託された不動産に信託設定登記をする必要がありますので、不動産を信託する信託の受益

権については、この信託設定登記がなされるものに限り当投資法人は取得する予定です。し

かしながら、必ずこのような取扱いがなされるとの保証はありません。 

ⅱ．信託受託者の債務負担に伴うリスク 

 信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、あるいは

信託財産である不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する

信託の受益権を財産とする当投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスク

に備え、旧信託法及び新信託法は信託の本旨に反した信託財産の処分行為の取消権を受益者

に認めていますが、当投資法人は、常にかかる権利の行使により損害を免れることができる

とは限りません。 

 

⑤ 特定目的会社の優先出資証券への投資に係るリスク 

 当投資法人はその規約に基づき、資産流動化法に基づく特定目的会社がその資産の２分の１を

超える額を不動産等に投資することを目的とする場合、その優先出資証券への投資を行うことが

あります。かかる優先出資証券への投資を行う場合にも、当投資法人は、税法上の導管性要件

（後記「⑥ 税制に係るリスク Ａ. 導管性要件に係るリスク」をご参照ください。）に抵触す

ることなく保有する意向です。また、規約に基づき中長期の安定運用を目標としているため、取

得した優先出資証券につき短期間でその売却を行うことは意図しておりません。但し、売却する

方が当投資法人にとってより経済的な合理性があると判断される場合、その売却を行うことがあ

ります。しかしながら、優先出資証券については確立された流通市場が存在しないため、その流

動性が低く、従って売却を意図してもその売却が困難な場合があり、又は、予定より低い価額で

の売買を余儀なくされる可能性があります。また、特定目的会社の投資する不動産に係る収益が

悪化した場合や当該不動産の価値が下落した場合又は特定目的会社の開発する不動産が予想した

価格で売却できない場合、更には導管体である特定目的会社において意図されない課税が生じた

場合等には、当該特定目的会社の発行する優先出資証券に投資した当投資法人が当該優先出資証

券より得られる運用益や分配される残余財産の減少等により損害を被るおそれがあります。ま

た、優先出資証券の発行をした特定目的会社が自ら土地又は土地の賃借権を取得してその上に建

物を建築する場合もあり、そのような場合には、前記「③ 投資法人の運用資産：原資産である

不動産特有のリスク Ｔ．竣工前の不動産等関連資産の取得その他開発物件に係るリスク」に記

載のリスクがあります。 
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⑥ 税制に係るリスク 

Ａ．導管性要件に係るリスク 

 税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件（導管性要件）を満たした投資

法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法

人の損金に算入することが認められています。 

投資法人の主な導管性要件 

 支払配当要件 

配当等の額が配当可能利益の額（注）の90％超であること 

（利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の

額が配当可能額の90％超であること） 

 国内50％超募集要件 

投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国

内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50％

を超える旨の記載又は記録があること 

 借入先要件 

機関投資家（租税特別措置法第67条の15第１項第１号ロ（2）

に規定するものをいう。次の所有先要件において同じ。）以

外の者から借入れを行っていないこと 

 所有先要件 

事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者

によって所有されていること又は機関投資家のみによって所

有されていること 

 非同族会社要件 

事業年度の終了の時において、投資主の１人及びその特殊関

係者により発行済投資口の総口数あるいは議決権総数50％超

を保有されている同族会社に該当していないこと 

 会社支配禁止要件 
他の法人の株式又は出資の50％以上を有していないこと（一

定の海外子会社を除く） 

（注）「配当可能利益の額」は税引前当期純利益金額から下記の（A）を控除し（B）を加算し

たものです。 

（A）税引前当期純利益金額から控除するもの 

①前期繰越損失の額 

②一時差異等調整積立金 

③買換特例圧縮積立金の繰入額 

④繰越利益等超過純資産控除項目額（貸借対照表の繰延ヘッジ損益等の純資産控除

項目の額が前期繰越利益や圧縮積立金等の額を超える場合のその超過額） 

（B）税引前当期純利益金額に加算するもの 

①一時差異等調整積立金の取崩額 

②買換特例圧縮積立金の取崩額 

③繰越利益等超過純資産控除項目控除額（前期までに（A）④により控除された額）

がある場合の純資産控除項目減少額 

 

当投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、下記に記載した要因又は

その他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。当投資法人が、導

管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等を損金算入することができなくな

り、当投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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ⅰ．会計処理と税務処理との不一致によるリスク 

 会計処理と税務処理との不一致（税会不一致）が生じた場合、会計上発生した費用・損失

について、税務上その全部又は一部を損金に算入することができない等の理由により、法人

税等の税負担が発生し、配当の原資となる会計上の利益は減少します。 

 

支払配当要件における配当可能利益の額（又は配当可能額）は会計上の税引前利益に基づ

き算定されることから、多額の法人税額が発生した場合には、配当可能利益の額の90％超の

配当（又は配当可能額の90％超の金銭分配）ができず、支払配当要件を満たすことが困難と

なる可能性があります。なお、平成27年度税制改正により、交際費、寄附金、法人税等を除

く税会不一致に対しては、一時差異等調整引当額の増加額に相当する金銭の分配により法人

税額の発生を抑えることができるようになりましたが、当投資法人の過去の事業年度に対す

る更正処分等により多額の追徴税額（過年度法人税等）が発生した場合には、法人税等は一

時差異等調整引当額の対象にならないため、支払配当要件を満たすことができないリスクは

残ります。 

 

ⅱ．資金不足により計上された利益の配当等の金額が制限されるリスク 

 現金及び預金が配当原資として不十分であり、かつ、借入先要件に基づく借入先等の制限

や資産の処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合には、支払配当要件を満たせ

ない可能性があります。 

 

ⅲ．借入先要件に係るリスク 

 当投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合又

は当投資法人の既存借入金に係る貸付債権が機関投資家以外に譲渡された場合、あるいはこ

の要件の下における借入金の定義が税法上において明確ではないためテナント等からの預り

金等が借入金に該当すると解釈された場合においては、借入先要件を満たせなくなる可能性

があります。なお、当投資法人では、全ての借入契約に譲渡先を機関投資家に限定する譲渡

制限条項を入れております。 

 

ⅳ．投資主の異動について当投資法人のコントロールが及ばないリスク 

 本投資口が市場で流通することにより、当投資法人のコントロールの及ばないところで、

所有先要件あるいは非同族会社要件が満たされなくなる可能性があります。 

 

Ｂ．税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク 

 当投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に係る取扱いに関して、税務当局との見

解の相違により更正処分を受け、過年度における導管性要件が事後的に満たされなくなる可能

性があります。このような場合には、当投資法人が過年度において行った利益の配当等の損金

算入が否認される結果、当投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

 

Ｃ．不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

 当投資法人は、規約に資産の運用方針として、特定不動産（特定資産のうち不動産、不動産

の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の

受益権）の価額の合計額の当投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分

の75以上となるように運用する旨を記載しています（規約第24条第１項）。当投資法人は、上

記内容の投資方針を規約に定めること、及びその他の税法上の要件を充足することを前提とし
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て、不動産を取得する際に課せられる登録免許税及び不動産取得税に関して、下記の軽減措置

の適用を受けることができると考えています。しかし、当投資法人がかかる軽減措置の要件を

満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変更された場合には、軽減措置の適用を受

けることができない可能性があります。 

ⅰ．登録免許税の軽減措置 

 軽減要件を満たす投資法人が平成31年３月31日までに取得する不動産に対しては、所有権

の移転登記に係る登録免許税の税率（通常は土地1.5％、建物2.0％）が1.3％に軽減されま

す。 

ⅱ．不動産取得税の軽減措置 

 軽減要件を満たす投資法人が平成31年３月31日までに取得する一定の不動産に対しては、

不動産取得税の課税標準額が５分の２に軽減されます。 

 

Ｄ．一般的な税制の変更に係るリスク 

 不動産、不動産信託受益権その他当投資法人の資産に関する税制若しくは当投資法人に関係

する税制が改正され、又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公

課の負担が増大し、その結果当投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投

資口に係る利益の配当、資本の払戻し、譲渡等に関する税制が改正され、又はかかる税制に関

する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却による投資主の手取金の

額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があります。 

 

 

⑦ リスクに対する管理体制 

Ａ．リスクに対する管理体制 

 当投資法人は、上記①乃至⑥に記載のリスクに対し、当投資法人自らが投信法上の規制を遵

守することはもとより、本資産運用会社において様々な社内規則を設けてこれに対処すること

とし、また、最適と思われる組織体制と人材の配置・遵法精神の涵養を含めた教育体制を敷い

ております。 

 具体的には、本資産運用会社は、不動産に関するリスクの回避・最小化を図るため、不動産

等関連資産の取得・維持・売却に当たり、遵守すべき規則として資産管理計画書等を定めてい

ることに加え、計算期間毎に少なくとも１回、運用会議にて、運用計画の決定・見直しに関し

慎重な検討を行います。また、個別の不動産等関連資産の取得等に当たっては、随時運用会議

を開催し、個別に検討を行います。さらに、利害関係者（参照有価証券報告書「第二部 投資

法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ２ 利害関係人との取引制限 （２）利益相反取引へ

の対応等 ① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 （ⅲ）利害関係者取引規程の内容 

（a）利害関係者の定義」に記載される者をいいます。本書において以下同じ意味で用いま

す。）を相手方とする不動産等関連資産の取得等については、代表取締役社長、コンプライア

ンス部長、リスク管理室長に加えて外部専門家を委員とするコンプライアンス委員会による事

前承認を得る等の必要があります。手続の詳細につきましては、参照有価証券報告書「第二部 

投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 ２ 利害関係人との取引制限 （２）利益相反取

引への対応等 ① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 （ⅲ）利害関係者取引規程の内

容」をご参照ください。これらの検討を経ることにより、異なる観点からリスクへの対策を図

ります。なお、各会議の詳細につきましては、参照有価証券報告書「第二部 投資法人の詳細

情報 第４ 関係法人の状況 １ 資産運用会社の概況 （２）運用体制 ② 投資運用の意

思決定機構」をご参照ください。 
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 また、本資産運用会社は、リスク管理統括部署としてリスク管理室を設置し、当該リスク管

理室に対し、各種リスク管理の基本方針の立案及び推進のほか、各種リスク管理業務の運営体

制に関する問題点の検討等を委ねると共に、リスク管理の状況について、代表取締役社長、コ

ンプライアンス委員会及び取締役会に報告することとしています。 

 また、当投資法人においても、投信法に従い、少なくとも３ヶ月に１度役員会を開催して当

投資法人の業務執行の適正を図るほか、一定の重要な事項は役員会の決議又は役員会への報告

を要することとし、本資産運用会社を監督・管理します。 

 

Ｂ．コンプライアンス上の問題への対応 

 本資産運用会社は、コンプライアンス統括部署としてコンプライアンス部を設置し、コンプ

ライアンス全般の企画・立案・推進に関する取組みを委ねると共に、かかるコンプライアンス

の進捗状況について取締役会に定期的に報告することとしています。また、コンプライアンス

委員会を設置し、重要な利害関係者取引についての検討、コンプライアンス態勢の整備、コン

プライアンスに関する問題事案の協議その他コンプライアンスに関する重要事項の協議につい

て委ねることにより、当投資法人の利益が不当に害されることを未然に防ぐ体制を構築してお

ります。なお、本資産運用会社のコンプライアンス規程において、下記のとおり対策をとるこ

とが定められています。 

ⅰ．コンプライアンス上の問題への対応の基本 

 各部室における個別の業務に関し、コンプライアンス上問題となるおそれのある事項が発

生した場合には、直ちにコンプライアンス部に照会・相談する業務運営の仕組みを構築して

おります。また、コンプライアンス上問題となるおそれのある重要な事件・事故が発生した

場合には、速やかに報告、解決、原因究明、再発防止策の策定を行うよう徹底してまいりま

す。 

ⅱ．問題発生時の対応と報告 

 コンプライアンス上の問題が発生した場合、本資産運用会社では、迅速に事実関係を調査

し、原因を究明した上で再発防止策を講ずるほか、必要に応じて監督官庁への報告等を行い

ます。法令・規則違反あるいはそのおそれのある行為等の問題を認識した者は、以下のとお

り報告しなければならないこととされています。 

(a）各職員は、自ら所属する各部室コンプライアンス責任者に報告することとします。 

(b）報告を受けた各部室コンプライアンス責任者はコンプライアンス部長に報告することと

します。 

 上記の報告経路とは別に、本資産運用会社の全ての役職員につき、法令違反等のおそれが

あると認識した場合、コンプライアンス部長、又は、本資産運用会社の社外通報窓口として

本資産運用会社の代表取締役社長が指定した法人・団体等に直接、報告・相談できる体制

（以下「コンプライアンス相談ライン」といいます。）を整備しております。なお、コンプ

ライアンス相談ラインの利用者は公益通報者保護法による保護又はそれに準ずる保護が与え

られるものとされております。 

 

 以上のように、本資産運用会社及び当投資法人における重層的な検証を通じ、実効性あるリスク

管理体制を整備し、コンプライアンス上の問題にも対応できる体制を整備しておりますが、かかる

社内体制が常に最適に稼働し上記のいかなる問題も顕在化しないとの保証はありません。また、か

かる社内体制が最適に機能しない場合、投資家に損害が及ぶおそれがあることは否定できません。 
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12 本資産運用会社における役員の異動 

本資産運用会社であるジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社におい

て、以下のとおり役員の異動があります。 

① 退任取締役 

河原 正和（2018年３月31日付けで取締役を退任） 

 

② 異動後の本資産運用会社の役員の状況 

上記異動による、2018年４月１日時点の本資産運用会社の役員の状況は、以下のとおり

です。 

 

役職名 氏名 

代表取締役 社長 梅田 直樹 

取締役 常務執行役員 吉田 竜太 

取締役（非常勤） 青栁 宏一 

取締役（非常勤） 伊藤 鼓月 

監査役（非常勤） 池田 裕一 
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

 ジャパンリアルエステイト投資法人 本店 

 （東京都千代田区大手町一丁目１番１号） 

 

 株式会社東京証券取引所 

 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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第三部【特別情報】

第１【内国投資証券事務の概要】
 

１ 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料 

 

 本投資口は振替投資口となっているため、投資主は、当投資法人及び当投資法人の投資主名簿等

管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に対して投資口の名義書換を直接請求することはできま

せん。本投資口については、当投資法人は投資証券を発行することができず、権利の帰属は振替口

座簿の記載又は記録により定まります（社債株式等振替法第226条第１項、第227条第１項）。本投

資口に係る投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知（振替機関が当投資法人に対して行う、投

資主の氏名又は名称、保有投資口数、基準日等の通知をいいます。）により行われます（社債株式

等振替法第228条、第152条第１項）。投資主は、振替機関又は口座管理機関に対して振替（譲渡人

の口座における保有欄の口数を減少させ、譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることを

いいます。以下、同様とします。）の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口座に本投資口の振

替が行われることにより、本投資口の譲渡を行うことになります（社債株式等振替法第228条、第

140条）。なお、本投資口の譲渡は、本投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿

に記載し、又は記録しなければ、当投資法人に対抗することができません（投信法第79条第１

項）。 

 

投資主名簿に係る取扱場所、取次所、投資主名簿等管理人の名称及び住所並びに手数料は次のとお

りです。 

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 本店 

取次所 該当事項はありません。 

投資主名簿等管理人の名称及び住所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

手数料 該当事項はありません。 

 

２ 投資主に対する特典 

 該当事項はありません。 

 

３ 内国投資証券の譲渡制限の内容 

 該当事項はありません。 

 

４ その他内国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項 

 該当事項はありません。 
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第２【その他】
 

１．新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙及び裏表紙に、当投資法人の名称を記載し、ロ

ゴ及び英文名称ないしその略称（Japan Real Estate Investment CorporationないしJRE 

Investment Corporation）を記載します。 

 

２．新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙裏以降に、以下のとおり記載します。 

 

「募集又は売出しの公表後における空売りについて 

（１）金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「金商法施

行令」といいます。）第26条の６の規定により、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

（平成19年内閣府令第59号。その後の改正を含みます。以下「取引等規制府令」といいま

す。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公

衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証

券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間）において、当該有価証券と同一

の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取

引システムにおける空売り（注）１．又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った

投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券

の借入れ（注）２．の決済を行うことはできません。 

（２）金融商品取引業者等は、（１）に規定する投資家がその行った空売り（注）１．に係る有価

証券の借入れ（注）２．の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募

集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。 

（注）１．取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。 

・先物取引 

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除きます。）等の空売り 

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り 

（注）２．取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みます。」 

 

３．新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙裏以降に、以下のとおり記載します。 

 

「金融商品の販売等に関する法律にかかる重要事項 

不動産投資証券は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。運用

の目的となる不動産の価格や収益力の変動、不動産投資証券市場その他の有価証券市場の相場、金

利水準、不動産市況の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります。また、倒産

等、発行者の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。不動産投資証券を募集等により取

得する場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。」 

 

４．新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙裏以降に、以下のとおり記載します。 

 

「今後、発行価格等（発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価

格をいい、以下「発行価格等」といいます。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の

決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日

付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによ

る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行

価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の

交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出

書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当投資法人ウェブ
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サイト（［URL］http://www.j-re.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表しま

す。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に

は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行

価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、

目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。」 

 

５．新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙裏以降及び裏表紙裏に、以下に掲げる内容をカ

ラー印刷して記載します。 
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