Special
●トップインタビュー

ヒューリックリート投資法人
執行役員

ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表取締役社長

時田 榮治氏に聞く
ヒューリックリート投資法人（証券コード：3295 ）
が 、2014年2月7日 、東京証券取引所に上場しました。
本投資法人は東京 23 区のオフィスビル 、東京都及び東京近郊の商業施設を投資対象とした「 東京コマー
シャル・プロパティ」に重点投資し、中長期的な投資主価値の最大化を図ります。また、社会的なニーズの高
まりと将来にわたって堅実な需要が見込まれる有料老人ホームやネットワークセンターといった「 次世代ア
セット」へも投資し、長期安定した収益の獲得を目指します。
投資法人の執行役員も兼任されている、資産運用会社 ヒューリックリートマネジメント株式会社 時田榮
治社長にお話を伺いました。
（インタビューは2014 年 4 月に実施 ）

―金融機関系の不動産会社ヒューリックによる

には、不動産ポートフォリオ（バランスシート）
の強化と

REIT 上場となりました。REIT を活用するに

拡大が不可欠です。透明性が高い上場リートを保

至った経緯を教えて下さい。

有ヴィークルとして活用することで、収益機会の拡大

スポンサーのヒューリックは、1957 年に富士銀行

やヒューリックグループの資金調達ルートの多様化 、

（現・みずほ銀行 ）
の店舗ビルの保有・賃貸業と、損

さらにはグループの AM・PM の強化にも繋がるという

保代理店業を行う会社として、富士銀行創業の地に

ことだと思います。

ちなんだ「日本橋興業 」として創業しました。銀行

また、ヒューリックは高齢者向け事業 、観光ビジネ

店舗 、事務センターなどのミドルサイズのオフィスビル

ス、環境ビジネスの「 3K 」ビジネスを展開していく方

と社宅の保有・賃貸及び建替えを中心に事業を展開

針です。本投資法人としましても、IPO 時の「 次世

してきています。近年は、これら事業の経験の蓄積

代アセット」は有料老人ホームとネットワークセンター

を生かして都心部の中規模オフィスや商業施設の投

の組み入れでスタートしましたが、先々は、これら3K

資・再開発にも事業を拡大し、2005 年からはヘルスケ

ビジネスに関わる不動産を「次世代アセット」
として取

ア施設への建替えや投資も手掛けています。デベ

り組んで行くことは十分にあり得ると考えています。

ロップメント機能を持つインベスターであるという点が
大きな特徴だと思っています。
ヒューリックは、2014 年に始まる10 年間の長期経
営計画において経常利益 850 億円を目指しており、

ヒューリックと本投資法人は、車の両輪のように両
者一体で事業戦略を進めていくことが、ヒューリック
の株主と本投資法人の投資主 双方にとって有益に
なるものと確信しています。

不動産賃貸業と開発事業の強化 、そしてマネジメン
ト事業の確立を図っています。収益機会を拡大する
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ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表取締役社長 時田 榮治氏

―IPO の際 、国内外の投資家の反応はいかがで
したか？

は当然として、時価総額の増加に伴って流動性が
担保されることも期待していると考えられます。

国内外の投資家から非常に高い評価を受けまし
た。年始早々のローンチ、2014 年最初の IPO とい

―ポートフォリオの特徴と、ヒューリックグルー

うことで、市場の動向が気掛りでしたが 、国内外の

プの活用について、具体的に教えてください。

機関投資家及び個人投資家から多数の需要を頂き

東京 23 区の駅近・好立地のミドルサイズのオフィス

ました。1,000 億円規模の IPO のため 、特に北米

ビル、東京都及び東京近郊の繁華性が高いエリア

では、機関投資家の投資クライテリアを満たしてい

の商業施設の「東京コマーシャル・プロパティ」をポー

ないのではという懸念がありましたが 、IPO ロード

トフォリオの80％程度まで組み込み、20％程度を有料

ショーでは予想を超える多くの機関投資家からミー

老人ホームやネットワークセンターといった「 次世代ア

ティング依頼が入り、その結果 、多数の需要をい

セット」に投資するという点を特徴としています。

ただきました。そうした評価を背景に、今般、2013

東京コマーシャル・プロパティのオフィス及び商業施

年 度 DEALWATCH AWARDS の
“ J-REIT of the

設については、立地にこだわったポートフォリオで、テ

Year ”と、キャピタル・アイAwards の
“ BEST DEAL

ナントの引き合いが多く、今後の賃貸市場の動向に

OF 2013 ”を受賞することができました。

よってはアップサイドが期待できます。

投資家はヒューリックを高く評価しており、その

次世代アセットの老人ホーム及びネットワークセン

評価が本投資法人への期待に繋がったと思ってい

ターは、利回りが比較的高く、長期の賃貸借契約が

ます。期待の中身は、外部成長への期待 、つまりス

結ばれていることから、中長期に安定した高いキャッ

ポンサーによるパイプラインサポートが行われるこ

シュ・フローを享受できます。

とへの期待が多くを占めています。ヒューリックは
過去、中期経営計画を前倒し 、増収・増益を達成し

厚生労働省のガイドラインで20年以上と定められてい

てきていることから、その信頼感が本投資法人に

ます。

も寄せられたものと思っています。機関投資家は、
外部成長によって NAV・分配金が上昇していくこと
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なお、有料老人ホームの当初賃貸借契約期間は、
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オフィスビルは、マルチテナント型のものを運用して
います。マルチテナント型のオフィスは、テナント退去

トップインタビュー： ヒューリックリート投資法人
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表取締役社長 時田 榮治氏に聞く

時も稼働率を保ちつつ、新規テナントの入居までの期

オペレーションに合わせたハード面についても評価が

間を短くできるメリットがあります。オフィスの稼働率は

必要です。オペレーターによっては、居室の床に0.5

３月末時点で99.1%と高い状態を保っています。

ミリの段差も許容しないなど、求める基準が異なり、

一方 、商業施設 、ヘルスケア施設及びネットワーク

投資判断が難しいアセットと言えるでしょう。

センターは、いずれも主として、シングルテナントの物

今回 、本投資法人は、入居一時金が 2,000 万円

件です。その理由は、
ヒューリックがテナント＝オペレー

～ 3,000 万円で月額利用料 25 万円程度といった最

ターの事業運営能力を評価して物件を取得している

高価格帯の物件を組み入れました。ただし、最高価

ためです。金融機関出身者を多く擁するヒューリック

格帯の老人ホームは一般的ではありませんので、入

は、オペレーターのクレジットや事業運営能力の評価

居一時金がゼロ～数百万円で月額利用料 15 万円～

に長けており、物件の運用に当たってもオペレーター

20 万円といった低・中価格帯の物件がメジャーシェア

の事業を常に注視し、減床などのリスクにも適切に対

であることを考えると、今後は中価格帯の老人ホーム

応しています。

の取得についても検討を進めます。その際は、
ヒュー

本投資法人としては、スポンサーが蓄積してきたト
ラックレコードを大いに活用することで、運用リスクを
抑制した上で、厳選して物件を取得したいと考えてい
ます。

リックが蓄積してきたトラックレコードを十分に活用し
た上で、厳選して取得します。
なお、ヘルスケア施設には、有料老人ホーム以外
にも、サービス付高齢者住宅（ 以下 、サ高住 ）があ
ります。ヒューリックはサ高住の運用を行っています

―ヘルスケア施設の組み入れが注目されています。
今後の投資方針と留意される点についてお聞か

が、本投資法人としては現状 、取得の検討は行って
いません。

せください。
本投資法人は、J-REIT で初めてまとまったアセット

―今後の成長戦略・運用方針についてお聞かせ

として有料老人ホームをポートフォリオに組み込みまし

ください。

た。世田谷区に所在する有料老人ホーム「アリア松

スポンサーのパイプラインサポートを主として活用し

原 」や「トラストガーデン用賀の杜 」
など計4物件です

つつ、早期に時価総額で1,000 億円規模を目指しま

（取得価額合計 142 億 4,400 万円 ）。

す。中期的には3 ～ 5 年で資産規模 3,000 億円規

スポンサーのヒューリックは不動産業界のなかで先

模を目標にしています。ポートフォリオは、東京コマー

駆けて有料老人ホームの建替えや投資に着手し、

シャル・プロパティを80％程度と、次世代アセットを

実績を積んでいます。「アリア松原 」も旧富士銀行

20％程度としていますので、その範疇で成長させて

の社宅を2005 年に建て替えた物件です。

いきます。今後 3～ 5 年のスパンでは、スポンサーが

ヒューリックは、有料老人ホームについてもオペレー

開発する比較的大規模なオフィスの竣工が控えてい

ターのクレジット、事業運営能力を評価した上で物件

ることから、オフィスの割合が増える可能性がありま

を取得し、賃貸をしています。アリア松原を運営する

すが、一時的にオフィスの割合が増えても、おおむね

ベネッセスタイルケアは、有料老人ホーム事業者の中

「 80% 対 20% 」のポートフォリオ比率は維持していき

でも居室数が最も多く、高い運営能力を持っていま

ます。

す。

今後 、NAV と分配金を向上していく中で課題と

有料老人ホームの場合 、オペレーターのクレジット

なるのが、市場の CAP レートの低下です。鑑定評

のみならず、オペレーターがどのような運営を行って

価ベースの CAP レートは既に低下してきており、取

いるか、対人オペレーションの特色等のソフト面や、

得環境としては難しい局面に入っていきます。IPO
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の際に組み入れた「 虎ノ門ファーストガーデン」は、

ます。ただし、ギャップが生じている以上 、慎重な運

CAP レート・4.3％でしたが、現在は4％程度と聞いて

用を行っていく必要があります。

います。オフィスは都心 6 区（中央区 、港区 、千代
田区 、新宿区 、渋谷区 、品川区 ）
を中心としたポート
フォリオですが、こうした市場環境においては、都心

いるのかを教えてください。

23 区内で幅広いエリアの中で、立地にこだわりつつ、

ヒューリックは3K ビジネスを進める中で、ホテルを

安定した利回りが取れるオフィスの取得・検討を進め

数物件取得しています。今後の需要増が見込まれ

て行く必要があります。また、商業施設については、

る観光産業やホテルは、ヘルスケア施設の拡充に加

まだ CAP レートの低下がオフィス程進んでいないた

え、次世代アセットのキーワードになってくると思いま

め、良い物件については取得を行います。

す。ただし、本投資法人が取得を検討する上では、

分配金向上には、内部成長が必要になります。本

ヘルスケア施設などと同様に、ヒューリックが運用経

投資法人のオフィスのレントギャップ（ 既存賃料と市

験とトラックレコードを蓄積していくことが必要になりま

場平均賃料との差 ）
はプラス4.6％とかい離幅が小さ

す。

いため、賃貸市場が上向けばアップサイドが期待でき
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―最後に、次世代アセットとして何が検討されて
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