Special
●トップインタビュー

日本プロロジスリート投資法人
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表取締役社長

坂下 雅弘氏に聞く
「日本プロロジスリート投資法人 」（銘柄コード：3283 ）
が本年 2 月14 日 、東証に上場しました。本投
資法人は、世界最大規模の物流不動産の開発・所有・運営会社であるプロロジス・グループをスポンサーとす
る物流施設特化型で 、
「 A クラス物流施設 」に重点投資しています。資産運用会社のプロロジス・リート・マ
ネジメント株式会社

坂下社長にお話を伺いました。

（インタビューは2013 年 7 月に実施 ）

―「日本プロロジスリート投資法人 」の上場に至

約 44％に相当します。これらはすべて、プロロジス

る経緯をお聞かせください。

の日本人スタッフにより、日本のカスタマーのため

本投資法人のスポンサーであるプロロジス・グ

に開発された最新鋭の物流施設です。

ループは、世界21カ国で物流施設を開発・所有・運

資金の部分では、今までに日本においても海外

営している、世界最大の物流不動産会社で、世界

機関投資家の皆様と私募ファンドを組成して運用し

本社である Prologis, Inc. はニューヨーク証券取引

た実績はありますが 、今回本投資法人が上場し 、

所に上場している米国 REIT です。米国 、欧州等

日本の投資家の皆様にご参加いただくことで、プロ

において物流のアウトソースが進むのに伴い 、3PL

ロジス・グループが真の意味で
“ 日本に根差した企

（サード・パーティー・ロジスティクス：物流業務の物

業 ”となることができたと自負しています。

流会社などへの外部委託 ）企業による賃貸型の物

今後はスポンサーであるプロロジスが施設の開

流施設の活用が進み 、各国で順調にビジネスを拡

発と管理を担い 、本投資法人と資産運用会社であ

大してきました。日本においては従来 、物流は製

るプロロジス・リート・マネジメントが保有と運用を担

造業の物流子会社が担うことが多く、物流施設
（倉

うという役割分担を明確にし 、グループとして新た

庫）も工場の至近に立地するのが主流でしたが 、

な物流施設の開発・運営を力強く継続していく考え

昨今の社会構造の変化に伴い 、日本でも物流のア

です。

ウトソース化が進展し 、求められる物流施設の機能
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も変化してきました。このような流れを背景に、プ

―本年 2 月に上場した後、6月に増資をされてい

ロロジス・グループは日本において 2001年に最初の

ますが 、現在の状況をどのように見ています

プロジェクトに着手したのを皮切りに、この10 年余

か？

りで合わせて69 棟 、約 405 万㎡の賃貸用大型物流

非常に恵まれた環境下で上場することができ、好

施設を開発してきました。これは日本で今までに開

スタートを切ることができたと考えています。その

発された、一定の条件を満たす賃貸用物流施設の

後 6月には初めての公募増資を行い 、プロロジスが
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日本で運用する私募ファンドで保有していた物件の

㎡（ 約 5,000 坪）以上の規模を有すること ②人口集

中から選りすぐった優良物件 6 物件と、上場時にプ

積地 、
高速道路のインターチェンジなどに近接して

ロロジスから優先交渉権の付与を受けていた物件

いること ③床荷重 1.5ｔ/㎡、
有効天井高5.5m、柱間

のうち2 物件とを合わせて取得し 、成長への第 1歩

隔 10mなど、
効率的な保管と作業を可能にする概ね

を踏み出すことができました。これらの物件取得

5,000㎡以上の広大な倉庫スペースを有しているこ

後、運用物件はすべて
「 A クラス物流施設 」で計

と ④上層階までトラックによる直接搬送が可能 ⑤

20 物件 、資産規模は 3,054 億円となります。ポート

免震・耐震構造、などが挙げられます。一般的にも、

フォリオのクオリティが向上し 、また一口当たりの

これらの条件を備えている施設が A クラスあるいは

NAV、分配金の向上も見込まれることから、多くの

先進的と言われていますが、実はこうした条件そのも

投資主の皆様のご理解もいただけたものと考えて

のがこの10 年余りの間にプロロジス・グループが日本

います。今後、
「 物件のクオリティ」
「 運用力」
「投

で賃貸用大型物流施設の開発を手掛ける中で作り上

資主の皆様からの信頼 」という3 つの観点から高

げてきたスタンダードであり、それが今や一般に普及

い評価をいただけるよう、日々の資産運用に注力し

していると考えています。立地条件、機能、規模 、安

ていきたいと考えています。

全性の点で一定の要件を満たす施設がA クラスと言
えますが、加えて環境配慮やアメニティ設備が充実し

―物流効率化に資する一定の規模 、立地条件 、

ていることも重要な要素と考えており、プロロジス・グ

機能性 、安全性を備えた
「 A クラス物流施設 」

ループでは施設内で働く方々が快適に過ごせる環境

に重点投資すると謳っていますが 、具体的に

作りに積極的に取り組んでいます。

はどのような物流施設に投資していくのか詳
しく教えてください。
本投資法人が考える A クラス物流施設の条件は、
①物流機能の集約・統合が可能な延床面積1万6,500

―投資法人の特徴と、他の物流系リートとの差別
戦略についてお聞かせください。
先にお話しました通り、本投資法人は物流施設
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の中でも特に品質の高い A クラス物流施設への投

ラインがあります。加えてプロロジスは年間 400 億

資を重点的に行うということが最大の特徴と言え

～ 500 億円の規模の新規開発をする旨対外的にも

ます。さらに、世界最大の物流不動産企業グルー

発表しており、これらが完成し 、安定稼働した後に

プであるプロロジス・グループがスポンサーである

は、順次本投資法人が適切なタイミングで取得して

ことから、プロロジス・グループが開発する物流施

いく計画です。当社調べでは、物流施設全体に占

設に関するパイプライン・サポート及び世界的なカ

める A クラス
（ 先進的）物流施設の割合は米国で

スタマーネットワークや運営ノウハウ等の経営資源

約 30％、ヨーロッパで14％であるのに対して日本で

を最大限に活用することが可能です。プロロジス・

は現時点でわずか2％に過ぎません。このことから

グループ内の役割分担として、スポンサーであるプ

もプロロジスが今後も継続的に新規開発を進める

ロロジスが新規の物流施設の開発および運営
（プ

余地は大いにあると考えていますし 、その分本投

ロパティ・マネジメント）
を担い 、本投資法人が物流

資法人の外部成長につながると考えています。

不動産の保有、そして資産運用会社であるプロロジ

また、本投資法人の物流施設はテナント企業の

ス・リート・マネジメントが保有不動産の安定的な運

強固な需要に支えられており、金融危機後に経済

用を担う、という明確な役割分担が成り立っていま

が低迷する中でも賃料の下落は限定的でした。物

す。

流施設はキャッシュフローが安定した、ダウンサイ

プロロジス・グループは日本において A クラス

ドが小さいアセットクラスと言えますが 、今後経済

物流施設の開発を通じ 、物流業界における施設ソ

環境が好転し 、企業の業績が回復軌道に入ってく

リューションを提供する会社としてお客様のご要望

ると賃料水準の上昇も期待できると考えています。

に最大限お応えすることに日々注力しています。本

特にマルチテナント型施設は一定期間で賃料更改

投資法人としてもその姿勢は変わりませんので、カ

の時期が来ますので、マーケット賃料が上昇するト

スタマー（テナント）
のニーズに合った質の高い施設

レンドの中ではアップサイドを実現しやすいという

を提供し 、しっかり運営することでリピートカスタ

メリットがあります。さらに、資産規模の拡大を進

マーも増えて収益が安定化し 、最終的に投資主へ

める中で、運営体制の効率化が実現できれば管理

の配当につながると考えています。

コストの削減によって内部成長につなげることもで
きると考えています。

―今後の成長戦略を教えてください。
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日本プロロジスリート投資法人はまだ歩き始めた

上場時にプロロジスから優先交渉権を付与され

ばかりですが、今後投資主の皆様とはもちろん 、プ

ている物件が 6 物件で約 500 億円、さらにすでに

ロロジス・グループとしてカスタマー（テナント）、地

プロロジスが開発に着手している物件と今年中に

域社会との関係をしっかり築き、物流施設特化型の

着工予定の物件が 6 物件 、約 500 億円あり、これら

“ プライムリート”として成長していきたいと考えて

を合わせて約1,000 億円程度の目に見えるパイプ

います。
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