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●トップインタビュー

イオンリート投資法人
イオン・リートマネジメント株式会社
代表取締役

河原 健次氏に聞く
イオンリート投資法人（証券コード：3292 ）
が、2013年11月22日、東京証券取引所に上場しました。
本投資法人は「地域社会の生活インフラ資産」である商業施設を主たる投資対象とし、とりわけイオングルー
プが運営する大規模商業施設を中心とした安定性の高いポートフォリオの構築を基本方針としています。
資産運用会社のイオン・リートマネジメント株式会社 河原健次社長にお話を伺いました。
（インタビューは2014 年 3 月に実施 ）

―大手小売業による初の REIT 上場となりまし
た。REIT を活用するに至った経 緯を教えて

した。
加えて、
「アジアシフト」を踏まえた資金調達手段

下さい。

として、当然シンガポールにおける S-REITも含めた

イオンでは、2010 年以降 、2020 長期ビジョンの中

検討を行いましたが、イオンが物件を保有して運営を

で、グループの成長戦略 、モールやテナントのアジア

行っている商業施設が、現状 、海外ではまだ少ない

進出戦略 、財務戦略等について様々な議論を重ね

上 、多くの日本の資産をシンガポール国内へ売却す

てきました。その一つとして、不動産・財務戦略にお

ることのリスクをどう考えるかという整理もありました。

いてイオンリートを立ち上げることにより、イオングルー

結論として、
まずは日本国内で J-REIT を立ち上げ 、

プが REIT と WIN-WIN の関係を構築することで、

そこに海外物件を組入れていく方針といたしました。

更なる成長を加速できるという結論に至りました。小
売業や商業施設のことを熟知し、外部の経済環境
に左右されにくく、中長期的な視点に立ってイオング

したか？

ループとともに成長していく物件オーナーの役割が、

国内外の投資家からは、
「 スポンサーのイオンは

イオンリートには期待されています。
イオンでは、2020 年 への次なる成 長に向けて、
2011 年度から2013 年度の3 年間を対象としたグルー

知名度・信頼度も高く、非常に安定感がある」
「組
入れ物件のクオリティが高く、ポートフォリオの安
定性が高い」と高評価をいただきました。

プ中期経営計画を策定しています。その中で、
「アジ

イオンのショッピングセンターを実際に目にしてい

アシフト」
「 大都市シフト」
「シニアシフト」
「デジタル

る投資家も多く、イオンが運営する商業施設に投

シフト」の4つの成長領域に経営資源を振り向けるこ

資するリートという分かりやすさもあり、個人投資

とで、イオングループ一体となって大きな環境変化に

家からも機関投資家からも高い関心が寄せられま

適応し、新しい成長機会を獲得していく方針です。

した。

これら4つのシフトを実現するには、海外及び国内
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―IPO の際 、国内外の投資家の反応はいかがで

公募申し込みの応募倍率は、全体で約 8 倍、海

での投資を積極化していく必要があることから、これ

外投資家は約 22 倍と強い引き合いがありました。

まで以上にキャピタル・リサイクルを高める必要がありま

また、イオンという小売企業が手掛ける REIT の姿
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を考えたとき、店舗で日々お買い物をしていただい

お客さまのニーズは時代とともに大きく変化しますが、

ているお客さまにも投資しやすい商品にしたいとの

大規模商業施設では柔軟なリーシングや大規模なリ

思いがありましたし 、東京証券取引所からも NISA

ニューアル等により、お客さまのニーズに合わせた施

導入を控え
「個人投資家を REIT マーケットで育て

設づくりが可能となります。

ていきたいので1口10万円台での発行が望ましい」

ポートフォリオの地域分散の観点においても、イオン

とのご意見も頂戴しておりましたので、投資口価格

グループが全国各地で確立した地域密着型の営業

を10万円程度と比較的小口に設定しました。その

基盤を活用することで、日本全国を投資対象エリアと

効果もあってか 、個人投資家から約 4,000 億円の

することができます。

応募があり、2013 年に東証に上場した REIT では
最高の数字となりました。

大規模商業施設を取り巻く投資環境について申し
上げますと、2007 年のまちづくり三法の改正により、
郊外での大規模商業施設の開発規制が強化されま

―ポートフォリオの特徴と、大規模商業施設を取

した。その結果 、2008 年以降の大規模商業施設の

り巻く投資環境について、どのように認識され

開発件数は減少しており、イオングループの大規模商

ていますか。

業施設の希少性がより一層高まっていると考えており

イオンリートは、
「地域社会の生活インフラ資産 」で

ます。

ある商業施設等を主な投資対象としています。なか
でも、中長期にわたり安定したキャッシュ・フローの創

―イオングループの総合力の活用を謳っています。

出が見込まれる大規模商業施設を中心としたポート

具体的に教えてください。

フォリオを構築しているのが特徴です。

イオングループの総合力を活用するため、イオン

商業施設は大規模に集積するほど集客力が高く、
かつ、売場面積の広さゆえに区画運営の柔軟性を

リートは、イオングループ各社との間で様々な契約を
結んでいます。

保つことができると考えています。イオンの強みである

パイプラインサポート契約では、優先交渉権の付

モール型ショッピングセンターのような大規模商業施設

与 、第三者保有物件の売却情報の提供 、物件共有

は、収益基盤として非常に安定しています。加えて、

や準共有等 、イオングループからの強力なサポート内

March-April 2014
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容を定めています。これにより、イオングループが開

ら、スキームもSPC 方式に切り替えてポジションを増

発した商業施設等の取得を通じて、資産規模を拡大

やしていきたいと考えています。

していくことができます。

また、イオンは今後 、カンボジア、ベトナム、インドネ

SC マネジメント契約では、商業施設に関する保

シアや中国でも自社保有のショッピングセンターを開発

有・管理ノウハウ等の提供が定められており、不動産

していく予定です。J-REIT に組入れるためにはトラッ

等のリサーチ関連や運用に関する助言 、活性化・再

クレコードが安定していなくてはなりませんし、各国の

開発検討業務等 、幅広い運営サポートを得ることが

税制や法規制も十分確認する必要がありますので、

できます。

慎重に検討を進めていきます。

その他にも、スポンサーであるイオンとの間で、スポ
ンサーサポート契約や商標使用許諾契約等を締結

―今後の成長戦略・運用方針についてお聞かせく

していますが、これらの契約は REIT の成長のため

ださい。

に不可欠な内容と言えます。

イオンでは、2020 年への次なる成長に向けて海外
及び国内での投資を積極化していく方針であり、イ

―J-REIT 初の海外不動産の組入れが注目され

オンリートの外部成長余力も非常に大きいと認識して

ています。今後の海外不動産への投資方針と

います。上場時の資産規模は取得価額ベースで約

留意される点についてお聞かせください。

1,583 億円ですが、今後 3 年間で3,000 億円、5 年間

海外不動産への投資に関しては、中長期的な経

では5,000 億円規模まで拡大させていく方針です。

済発展を見込んでイオンが商業施設等を展開してい

イオンは、国内外で既に約 130の大規模商業施設を

る国・地域にある物件について、投資比率 15％を上

運営しており、豊富な物件パイプラインがあります。

限に投資を検討していきますが、なかでもマレーシア
に所在する商業施設に注目しています。
マレーシアは、イオンが 1984 年に出店を開始して

内部成長戦略について申し上げますと、イオンリー
トでは毎年約 44 億円の減価償却費が発生し、この
うち約 8 億円は修繕費等に支出していきますが、残り

以来 、30 年近い運営実績のある国です。消費税の

の約 36 億円は内部留保資金として手元に残ります。

導入等新たな環境変化もありますが、1 人当りGDP

この内部留保資金を使って追加投資を行いますが、

が成長基調にあり、人口増加とともに高所得者層及

追加投資により改装や増床をした場合には、賃料

び中間所得者層の割合が高まって、今後の更なる

アップの交渉をしていきたいと考えています。

成長が期待されています。法制度・税制についても
十分に整備されていることも、投資対象として注目し
ている理由として挙げられます。
マレーシアでは非居住者の不動産保有に関する
規制があるため、今回は自己信託スキームを使い、

REIT と差別化を図っていくのかを教えてくだ
さい。
他の商業 REIT のスポンサーの顔ぶれを見ます

現地政府（ EPU ）
の承認が不要な2,000 万リンギッ

と BtoB のビジネスを行っている企業が主体であり、

ト（ 約 6 億円 ）以下に抑えて、ジョホールバルにある

BtoC のビジネスを行っているのはイオンだけだと思い

「 AEON Taman Universiti Shopping Centre 」

ます。イオンは、小売という消費者に最も近いところ

の共有持分約 18％を REIT に組入れる予定です。

で、常にお客さま志向に徹してきた企業です。真に

ただ、マレーシアでは規制が緩和されつつあります

お客さま視点に立った施設の投資・運用ができるとい

し、日本でも今年後半に改正投信法が施行されて

う点において、イオンリートは一日の長があると自負し

J-REIT が海外不動産の過半以上の持分を保有で

ております。

きるようになる見込みであるため、タイミングを見なが
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― 最後に 、イオンリートがどのように他の商業
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