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日本リート投資法人
双日リートアドバイザーズ株式会社
代表取締役社長

石川 久夫氏に聞く
日本リート投資法人（証券コード：3296 ）
が 、2014 年 4 月24 日 、東京証券取引所に上場しました。大
手総合商社の双日をメインスポンサーとする総合型リートで 、異なる収益特性を有する資産の組合せにより
リスク分散を図るため、オフィスを主な投資対象として 、住宅及び商業施設にも投資を行います。
資産運用会社の双日リートアドバイザーズ株式会社 石川久夫社長にお話を伺いました。
（インタビューは2014 年 7 月に実施 ）

―REIT 上場に至る経緯を教えて下さい。
日本リート投資法人は、総合商社の双日株式会

捉え、双日の経営ビジョンとして標榜する「 機能型商

社をメインスポンサーとし、国内外の投資家向けに

社 」としてのビジネスモデルの一つのあり方として、同

投資運用業務を手がけるクッシュマン・アンド・ウェイク

事業への進出を検討しておりました。

フィールド・アセットマネジメント株式会社（ CWAM ）、

そうした中で、双日とAAA が日本リート投資法人

およびアジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社

を活用した AM ビジネスへの参入についての合意

（ AAA ）
をサブスポンサーとしております。

に至り、2011 年 3月に双日からオフィス3 物件 、住宅

日本リート投 資 法 人は、もともと2010 年 9月に、

1 物件の4 物件 、177 億円を取得して、上場も一つの

AAA が 100% 出資するポラリス・インベストメント・アド

選択肢として、私募リートとして運用を開始致しまし

バイザーズ株式会社を設立企画人として設立されて

た。

おり、同社が運用会社の双日リートアドバイザーズ株
式会社の前身となっております。
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中で資産運用という機能を提供するビジネスとして

その後 、継続的な成長を実現するために必要とな
るスポンサー以外の第三者からの物件取得を行うだ

一方 、メインスポンサーの双日は2004 年に、
日商岩

けのソーシング力や、外部成長・内部成長戦略を促

井とニチメンが合併して成立した会社で、前身を含

進するための運用会社としての体制を整備できるか

めると40 年以上の不動産事業の実績を有しており、

ということを検証し、第三のパートナーとして CWAM

国内では分譲マンション事業をメインに、収益不動産

の参画によってそれらを実現し、上場後の成長戦略

の開発や、それらの運営管理事業を手掛けてきまし

を描いていけるというストーリーが見えてきました。こ

たが、AM ビジネスについては未着手の分野となっ

のような経緯を経て、2013 年 12月に、双日が運用

ていました。

会社に67% 出資するスポンサーとして参画 、その後

双日ではこの AM ビジネスを資本市場と不動産

CWAM が 18% を出資し、AAA が 15% の持分を

市場をつなぐ社会インフラとしての役割をもち、その

維持して、3 社 JV の体制となり、2014 年 4月24日の
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上場を果たしました。

イティマーケットの環境悪化のため 、不安を抱えな
がら上場日を迎えましたが 、初値は 26 万 2,000 円

―IPO の際 、国内外の投資家の反応はいかがで
したか？
国内オファリングで機関投資家 60 社を訪問致し
ました。

と、公募価格を3.9％上回り、胸をなで下ろしまし
た。
その後も、公募価格を上回る水 準での推移と
なっています。当社としては、投資家の懸念事項で

投資家の皆様の反応としては、都心のオフィスを

ある外部成長に対して、未だ様子見をされている

中心としたポートフォリオの構成と NOI 利回りの

投資家もおられると認識しており、可能な限り早期

水準 、IPO 価格に対して巡航ベースで 5.0% とした

に、IPO 時と同様に第三者からの相対取引による

分配金利回りの水準については、概ね高い評価を

物件のソーシングにより、外部成長の確実性を証明

頂きました、また、当社が最も強調した部分でもあ

していきたいと考えています。

る、
「 投資主との利害一致を徹底的に追求する」と
いうポリシーに基づき、スポンサーとの利益相反を

―ポートフォリオの特徴とスポンサーのサポート

極力排除した組織・運用体制も
「 よくこだわってい

について、具体的に教えて下さい。

る」と一定の評価を受けています。

まず、
日本リート投資法人はオフィス・住宅・商業施

その反面、資産規模に関する懸念や、第三者か

設に投資を行う、総合型リートです。この3用途に絞っ

らの相対取引による物件取得を重視する外部成

ている理由は、メインスポンサーが過去に運用した経

長戦略に対して、今後の外部成長に対する蓋然性

験のある資産に限定したということです。従って、物

を懸念として挙げる投資家も多くいらっしゃいまし

流施設・ホテル・ヘルスケア施設といった施設について

た。

は、組入れを行いません。将来的に検討する可能性

発行価格については、仮条件の上限である25 万

を排除するわけではありませんが、少なくとも高い競

2,000 円とし 、機関投資家 20% 、一般投資家 80%

争力でそうした施設を運用できるだけの経験・体制と

の配分としましたが、ブックビルディング期間のエク

いうものが前提となると考えています。
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現在のポートフォリオは、オフィス13 物件 、住宅 7 物

合管理を活用し、コストの削減と収益の向上を図って

件の計 20 物件 、約 704 億円。取得価格ベースで、

まいります、日本リート投資法人のポートフォリオの特

オフィス約 75％、住宅約 25％という構成です。オフィ

徴として、特にオフィスは市場賃料と現行賃料との差

スの比率が高くなっているのは、足下のマーケットの

が極めて小さいため、今後の市場賃料が上昇してい

状況を景気サイクルのなかで捉えると、よりアップサイ

くという見通しの下では、内部成長余力が大きいと考

ドが狙える物件を積極的に組み込むことが得策であ

えており、双日総合管理における運営管理体制の強

ると判断した結果です。また、商業施設については、

化を含めて注力しております。

投資法人の投資基準にあうものがなかったため、上

こうしたサポートにとどまらず、双日をはじめスポン

場時のポートフォリオには組入れしておりませんが、今

サー各社が投資主の代表として、どのような形で日本

後取得を検討していきます。

リート投資法人の成長に対してコミットしていくことがで

地域別では、都心 6 区に83% 、都心 6 区以外の

きるかは、引続きの課題として検討を重ねております。

首都圏・大阪圏・名古屋圏をあわせた三大都市圏で
14% 、札幌・福岡といった政令指定都市等で3%、か
つオフィスは全て東京 23 区に立地しており、都心 6 区

さい。

の比率も89%という高い構成比となっています。

日本リート投資法人は約 704 億円の資産規模で上

また、スポンサー以外の第三者からの相対取引に

場したわけですが、これを早期に1,000 億円とするこ

よる取得が13 物件 、56%と過半を占めていることも、

とを当面の目標としています。これは、外部成長の

日本リート投資法人の際立った特徴であると考えてい

蓋然性に対する投資家からの懸念に対して、当社

ます。

が真の意味での成長力を示せるかどうかの試金石

スポンサーサポートとしては、外部成長面では、各

であると考えております。さらに3 年から5 年という中

社からの優先的物件情報提供や、各社が組成に関

期では2,000 億円という規模まで成長させていきたい

与するブリッジファンドの活用ということが挙げられま

と考えています。

す。国内外に幅広い取引先を有する双日のネットワー

但し、物件取得競争が激しい中で、無理な規模

クと、米系の CWAM 、アジア系の AAAという、そ

拡大を進めれば 、ポートフォリオの価値を下げることに

れぞれ独自の取引先やバックグラウンドを有する3 社

もなりかねません。IPO 価格は25 万 2,000 円です。

のネットワークが融合することで、運用会社に加えてよ

これを基に年利 5％ということを考えると、半期での分

り幅広い物件ソーシングの機会を活用することが可

配金は6,300 円になります。このあたりが最低限守る

能です。特にメインスポンサーの双日は自ら収益不動

べき数字ということを意識し、総合型リートであること

産の保有を行わず、日本リート投資法人以外のファン

のメリットを活かして、現在の市況タイミングにおいて

ド等の運営には関与していないため、双日のソーシン

最適な用途の資産を、都心の物件を中心としつつ、

グのためのリソースは、全て日本リート投資法人に対

三大都市圏 、あるいは地方の物件も含めてバランス

して向かうこととなります。いわば、運用会社とスポン

よく取得していくことが必要と考えます。

サーが一体となってソーシングを行うということで、こう

スケールばかりを追い求めてポートフォリオの価値

したスポンサーサポートのあり方は、他の上場リートと

を下げてしまうようでは本末転倒です。しっかりとした

比較しても、利益相反への配慮という面で特徴的な

ルールと倫理観のもとで、真面目に地道に堅実に運

ものではないかと考えています。

用を続けていくことを肝に命じています。

また、内部成長面では双日の子会社である双日総
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―今後の成長戦略・運用方針についてお聞かせ下
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