Special
●トップインタビュー

コンフォリア・レジデンシャル投資法人
東急不動産コンフォリア投信株式会社
代表取締役

遠又 寛行氏に聞く
「コンフォリア・レジデンシャル投資法人 」（コード：3282 ）
が本年 2 月6 日 、東証に上場しました。本投
資法人は「 成長性を重視した居住用資産への投資 」と「 東急不動産グループの活用 」を基本方針に掲げ 、
主として東京圏に立地する単身・小家族世帯向け賃貸住宅に投資する住宅特化型リートです。資産運用会
社の東急不動産コンフォリア投信株式会社

遠又社長にお話を伺いました。

（インタビューは2013 年 5 月に実施 ）

―2010 年 8 月の運用開始から約 2 年半 、非上
場で運用実績を積み重ねてきました。このタ

えてきたからこそ結果として上場ができたものと考
えています。

イミングで上場を決断された理由をお聞かせ
ください。また、結果としていかがでしたか？
本投資法人は 2010 年に私募 REITとして運用を
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―投資法人の特徴と、他の住宅系リートとの差
別化戦略について教えてください。

開始しましたが 、当初から一定の資産規模に達し

本投資法人はその名称に冠するとおり東急不動

た段階での上場を視野に入れたクローズドエンド型

産グループが 2003 年からプロデュースしてきた都

でスタートしました。私募期間中の約 2 年半の間に

市型高級賃貸マンションのコンフォリアシリーズを

資産規模の拡大を図りつつ、マーケットの状況も注

主な投資対象としています。

視しながら上場のタイミングを見計らってきました

コンフォリアは、東急不動産グループが 、都市の

が、2012 年の秋口には資産規模が 700 億円を超え

利便性とスマートなライフスタイルを楽しむ人々のた

る見込みとなり、またマーケットも回復基調になっ

めというコンセプトに基づき、東京 23 区を中心に

たことから上場の準備段階に入りました。年明け

85 物件・約 5,000 戸を供給してきました。このコン

早々に他の投資法人の資金調達がかつてないほど

フォリアシリーズを中心とした本投資法人のポート

に活発となりましたが 、結果として好調なマーケッ

フォリオは、住宅ならではの収益安定性に加え、成

トにも支えられ無事に上場を果たすことができまし

長性も意識しています。

た。ただ、本投資法人の場合は好転したマーケッ

具体的には、今後も人口や世帯数の増加が見込

トの勢いを借りて上場できたわけではありません。

まれている東京圏を中心に投資を行います。また、

2012 年前半は東証 J-REIT 指数が 900 ポイントを

単に東京圏に投資をするのではなく、単身・小家族

下回る時期もあり秋口にようやく1,000 ポイントを

化の進展を念頭にシングル・コンパクトタイプの賃貸

越える水準となりました。市場の回復が遅れてい

マンションに重点をおいて投資する方針です。上場

れば、そのまま私募 REIT で運用を継続するとい

時の全 53 物件は、全て東京圏に所在し 、内 96％が

う選択肢もあった中で1,000 ポイントが上場を行う

東京 23 区内に位置しており、部屋タイプは 83％が

ひとつの節目として認識して運用を行い 、足腰を鍛

シングルあるいはコンパクトタイプとなっています。
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2 つ目の特徴としては、東急不動産グループのバ

すが、実際に個々の物件をみても規模の偏りはそれ

リューチェーンを活用した運用です。東急不動産

ほど大きくありません。最も大きな物件でも取得価

グループは、分譲および賃貸マンションの開発や管

格は約40 億円であり、ポートフォリオに占める割合

理運営に長い歴史があり、コンフォリアシリーズは、

は5.5％程度です。

都心型のハイクオリティ賃貸マンションのさきがけ

その他で特徴的なのは、駅近の利便性の高い物

と認識しています。スポンサーである東急不動産

件を揃えているということです。賃貸住宅は利便性

の開発実績に加え、グループ内には、PM 会社の

が大きなポイントであり、これはリーシングの際にも

東急コミュニティーや東急リロケーション、仲介大

プラスに働きます。本投資法人のポートフォリオの平

手の東急リバブルなどがありこれらの会社とサポー

均は最寄駅から徒歩 5.2分となっています。

ト契約や PM 契約を締結しています。本投資法人
は、住居系不動産に関する東急不動産グループの

―稼働率についてはどのように推移していますか。

総力を結集した J-REIT であると自負しています。

私募 REIT として立ち上げた第 1 期
（ 2011年 3月
末）からポートフォリオの稼働率は 90％以上を維持

―築年数や一棟あたりの規模など、ポートフォリ

しています。直近の2013 年 3月末では 96.1％となっ

オの特徴について詳しく教えて下さい。

ています。入替えに伴う空室を考えると、一定の評

上場時におけるポートフォリオの平均築年数は6.6

価ができる水準といえます。

年です。比較的築年の新しいものが多いと思います。
一方、築年数が浅ければ必ずしもいいと考えている

― 現在のポートフォリオは J-REIT の中では比

わけではなく、質の高い管理や運営も含めて、保有

較的小規模です。今後の資産規模拡大の目標

資産をベストな状態に保っていくことが更に重要なこ

はありますか？

とであると考えています。

上場にあたっては資産規模 712 億円でスタートし

1棟当たりの規模は平均で約13 億円、戸数では60

ましたが 、まだ発展途上の段階にあると考えていま

戸前後の規模となります。これはあくまで平均値で

す。資産規模は1年から2 年程度の間に1,000 億円
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超を目指していく方針であり、さらに 5 年から6 年

体の約 60％、残りの 40％は外部からの取得です。

程度の中期的な期間で、2,000 億円レベルまで資産

今後もそれぞれのルートから物件を取得し 、外部

を積み上げていきたいと考えています。

成長が図れると考えています。

資産の取得方針としては、東京圏を全体の 80％

内部成長戦略については賃貸住宅を中心とした

以上という基本方針を堅持していきます。また東

ポートフォリオでもあり、特殊な策はありません。ま

京圏の中では賃貸マーケットの需給をみながら、

ずは稼働率の維持向上を地道に進めていくことが

都心 5 区内はもとより、東急沿線のほか城東エリア

肝要と認識しています。これまで東京 23 区中心の

やその他 23 区を中心とした利便性の高い地域を中

ポートフォリオを拡大していく中で概ね 94％台の稼

心に投資を行っていきます。

働を維持してまいりましたが 、足元では 96％を超え

東京圏以外では上場時のポートフォリオには含ま

る水準となっています。賃貸住宅のリーシングは、

れていませんが 、地方中核都市でも良い物件があ

入居希望者とのきめ細やかな交渉や、マーケットの

れば、20％を上限として今後は組み入れていきたい

動きを反映したプライシングなど、スピーディな対応

と思います。具体的には、東急不動産がマンション

が欠かせません。PM 業務は経験豊富なグループ

事業を行い 、すでに実績や経験を重ねた中核都市

の東急コミュニティー、東急リロケーションに委託し

である大阪や名古屋のほか 、札幌が第一の候補と

ていますが 、PM だけでなく仲介業者も含めて意

なります。またこれも上場時の資産には含まれてい

思疎通を徹底し 、攻めのリーシングを展開していま

ないのですが 、全体の20％を上限としてシニア住

す。実際、こうした努力が稼働率向上に奏功してき

宅 、サービスアパートメント、学生マンションなど運

ているものと認識しています。

営型の賃貸住宅も取得していく方針です。

コンフォリアシリーズについてはこれまでの供給
実績に基づき高級賃貸マンションブランドとして一

―東急不動産グループではシニアライフ事業を

定の評価を頂戴していると認識していますが 、本投

本格的に展開していますが 、シニア住宅への

資法人が今後成長していく中でさらにお客様に評

投資についてはどのようにお考えですか？

価され 、そのことがより一層ブランドを高めていく

シニア住宅は、今後需要の拡大が見込まれる

といった相乗効果を生むことで成長していきたいと

分野と考えており東急不動産グループでも、東急

思っています。

イーライフデザインがシニア住宅や介護施設の運営
を行っています。東急不動産グループのバリュー

―J-REIT は好調なマーケットの中で、個人を含

チェーンを活用するという意味で、こうした運営型

む投資家の注目を集めています。投資家への

賃貸住宅の取得は、本投資法人の独自性を発揮で

メッセージをお願いいたします。

きる部分であると考えています。

本投資法人は、マーケットがまだ厳しい時期に
私募 REIT として立ち上げトラックレコードを着実

―今後の成長戦略を教えてください。
外部成長戦略については、東急不動産グループ

も、厳しい見立てのもとに成り立っており、ムリ、ム

のパイプラインを活用していくことが中心になると

ダのない筋肉質のポートフォリオが特徴となってい

考えていますが 、それのみに頼ることなく、運用会

ます。今後も、これまで行ってきた地道な運用を続

社独自の情報も活用し物件を取得していきます。

け、投資家の皆様に安定的かつご評価いただける

これまでの約 2 年半の実績では取得先別で、ス
ポンサーグループ会社やそのファンドから取得が全
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に積み上げてきました。賃料や取得価格について
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配当を継続できるように努力していきたいと考えて
います。

