Special
●トップインタビュー

GLP 投資法人
GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社
代表取締役社長

三木 真人氏に聞く
「 GLP 投資法人 」（ 銘柄コード：3281 ）が平成 24 年 12 月21 日 、東証に上場しました。 本投資法
人は、日本および中国で最大の賃貸用物流施設保有者であるグローバル・ロジスティック・プロパティーズ
（ GLP ）
グループをスポンサーとし、大規模かつ高機能の「 先進的物流施設 」に重点的に投資する J リー
トです。資産運用会社の GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社

三木真人社長にお話を伺いました。

（インタビューは2013 年 3 月に実施 ）

―IPOの規模
（ 約1,100 億円 ）は J リートでは過

当社は親会社がシンガポールの上場企業であ

去最大級となりました。投資家の反応はいか

り、本投資法人の組成については J-REIT 市場と

がでしたか？

S-REIT 市場を比較検討しました。ただ、円建て

IPO 前に国 内 外で 機 関 投 資 家 向けにロード

投資で円のキャッシュ・フローを生み出し 、為替リス

ショーを行いましたが 、各地で大変良い反応を得ら

クもカントリーリスクも存在しない J-REIT 市場が 、

れることができました。ちょうど J-REIT マーケッ

長期的にはエクイティコストが極小化できると判断

トの潮目が変わる時期でタイミングも良かったこと

しました。

もありましたが 、本投資法人の組成に当たって、国

更に、今回の J-REIT 組成に当たってはグローバ

内外の投資家の意見 、特に、これまでの J-REIT

ルスタンダードに近い J-REIT を組成することによ

に対する懸念点などを丹念に調べ上げ、それに応

り、伸び悩む J-REIT 市場の拡大に貢献したいと

える REIT を設計して売り出しを行ったことが 、評

いう想いもありました。実際に、可能な限り新しい

価に繋がったと思います。

施策を取り入れた REIT を組成し 、スポンサーで

今回の IPOの規模を約1,100 億円としたのも、機

ある GLP グループのグローバルネットワークを活

関投資家が投資するにあたっての最低限の流動性

かして海外投資家にも積極的にアプローチした結

を確保するためでした。時価総額が小さくなると流

果 、これまで J-REIT に投資したことのない投資

動性も低くなり、持高調整が行いにくいためです。

家にも投資口を保有してもらうことができ、投資家

同時に、投資口価格を従来の J-REIT では一般的

ベースの拡大にも貢献できたと思っています。

な500,000 円前後の価格帯ではなく、60,500 円と
し 、個人投資家にとっても買いやすくしました。

―利益超過分配の採用など、革新的な取組みを
されていますね。

―スポンサーの属性からするとシンガポール市
場での上場もありえたと思いますが。
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利益超過分配
（ Optimal Payable Distribution,
OPD ）
については、効率的なキャッシュマネジメント
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を目指した結果です。そもそも物流不動産は他のア

みを教えてください。

セットに比較して土地割合が低く、相対的な建物価

本投資法人の最大の強みは業界最高水準のポー

値が高いことに加え、償却期間も比較的短いことか

トフォリオを構築しているということです。スポン

ら、減価償却費が大きくなる傾向があります。他方、

サーである GLPは国内で最大の物流施設プロバイ

修繕が必要な設備部分が少なくテナントの入れ替え

ダーであり、REITの上場に当たり、本投資法人は

も少ないので資本的支出は抑制できます。この結

GLPが誇る旗艦物件のいくつかを組み入れており

果、物流施設の減価償却費は資本的支出を大幅に

ます。

上回り、キャッシュが内部留保されやすいという特性

また、GLPグループは10 年近く、物流施設専門

があります。これを有効な使途がないまま留保する

で実績を積んできており、経験豊富なプロパティマ

のは合理的ではありません。借入金の返済を行う理

ネジメントチーム及びアセットマネジメントチームを

由はありませんし、新規物件の取得にはより大きな

擁しています。これは、物件毎に適切な設備投資

金額が必要となります。OPD を行って投資家に還元

や修繕計画を立てられるということ、また、既存テ

することが GLP 投資法人として一番適切であると考

ナント退去時の再リースの経験が豊富であることを

えました。

意味します。

グローバルな REIT と比較しても、FFO
（ Fund

更に、GLPグループは私募ファンドの運用も行っ

from Operation ）ベースの配当を行うことは REIT

ており、ファンドの運用を通じて蓄積された、投資

の配当政策として一般的であり、OPDを活用して

家目線でのアセットマネジメントの経験も強みです。

キャッシュを投資家に還元することはこの観点から

外資系というと金融機関とのリレーションを懸念

みても妥当性があると考えています。

される方も多くいらっしゃるかもしれませんが 、10
年近く日本マーケットで活動したことにより、邦銀 、

―物流施設への注目が高まり、物流系 J リート

地銀を含む金融機関との強固な関係が培われてい

の上場も相次いでいます。GLP 投資法人の強

ます。本投資法人の IPOに際しても、物流施設の
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特性を良くご理解頂いている多くの金融機関から、

拒否権を持っており、利害関係人取引を行う際に

長期での借り入れを行うことができました。

は必ず外部委員の賛同を得る必要があります。ま
た、その外部委員選任においては、投資法人役員

―スポンサーのコミットメントや厳格なガバナン

会に拒否権を与えています。

ス体制も謳われています。
今回の J-REIT 設立に当たって、この点について
は多くの議論を重ねました。従来の投資家には、

今後の成長戦略を考えていく上で、大きな強みに

スポンサーと投資主の間には潜在的な利益相反が

なると考えているのはスポンサーとの物件情報提

あるのではないかという懸念がどうしても拭いきれ

供契約による外部成長機会です。オフィスや住宅

ないものとしてあったと思います。この点、GLP グ

と違って、物流マーケットでのプレイヤーは数少な

ループは本投資法人をサポートし 、本投資法人と

く、特に先進的物流施設というのはなかなかマー

共に成長していくという明確な戦略がありましたの

ケットに出てきづらいという側面があります。勿論

で、透明性の高い体制を構築するべく、様々な取り

第三者からの物件取得は検討していきますが 、優

組みを行いました。

良な物件を多く保有するスポンサーの存在は大き

まず、IPO時にスポンサーに投資口の約15%を

いと考えています。本投資法人はスポンサーとの間

保有することで、スポンサーと投資主の利益を一致

に 35 物件について物件情報提供契約を結んでお

させました。仮にスポンサーとの利益相反などを

り、GLPグループが売却しようとする場合、第三者

通じて投資口価格が低迷すればスポンサーの業績

に対して売却情報の提供を開始する前に、優先的

に影響するということです。

に本投資法人の資産運用会社に情報を提供する取

また、資産運用報 酬はその3 分の2 が 、NOIと

り決めになっています。

EPUに連動した業績連動型になっています。更に

内部成長についてですが 、過去数年間、金融危

資産運用会社の経営陣に対するボーナスは EPU

機下・デフレ下においても本投資法人ポートフォリオ

と東証 REIT 指数に対する本投資法人の投資口

の賃料水準はほぼフラットに推移してきました。ダ

価格の相対パフォーマンスに連動したインセンティ

ウンサイドリスクに強い物流施設の特性を活かして

ブ型報酬としました。ここまで投資口のパフォーマ

安定した収益を確保しつつ、今後は、Eコマースや

ンスに連動した報酬体系は J-REIT の中でも珍し

3PL市場の拡大を背景とした先進的物流施設への

い方です。

強いニーズや、景気回復といった追い風を受けて、

また、今後の外部成長を考えていく上でスポン
サーとの取引は重要になってくるからこそ、より厳し

賃料の引き上げによる内部成長にも積極的に取り
組みたいと考えています。

いガバナンス体制を導入しました。何といっても投

今回の上場の成功は多くの投資家の皆様からの

資家が一番懸念するのはスポンサーからの取得に

ご意見を踏まえて戦略を考えた結果だったと自負し

おける取得価格の設定だと思います。

ております。今後も投資家の皆様のご意見に耳を

利害関係人取引に対しては、GLP投資法人のコ
ンプライアンス委員会、投資委員会で外部委員が
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―今後の成長戦略を教えてください。
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傾けながら投資主価値の最大化を目指して努力し
ていきたいと思っています。

