Special
●トップインタビュー

積水ハウス・リート投資法人
積水ハウス投資顧問株式会社
代表取締役社長

井上 順一氏に聞く
積水ハウス・リート投資法人（証券コード：3309 ）
が 、2014 年 12 月3 日 、東京証券取引所に上場しまし
た。
国内及び海外における商業用不動産（オフィスビル・商業施設・ホテル等 ）
を投資対象としており、中でも
国内三大都市圏（東京圏 、大阪圏 、名古屋圏 ）
に所在するオフィスビルへ重点的に投資を行います。スポン
サーである積水ハウスの多様なサポートを最大限に活用し中長期にわたる安定した収益の確保と着実な資
産運用の成長を実現し、投資主価値を最大化することを目指します。
資産運用会社となる積水ハウス投資顧問株式会社 代表取締役社長 井上順一氏にお話を伺いました。
（インタビューは2015 年 3 月に実施 ）

―上場までの経緯を教えてください。

開発を進めてきましたが、個々の開発物件に対し強

積水ハウスはこれまで住宅系 REITとして積水ハ

い思い入れをもっているため、売却後も関与し続ける

ウス・SI レジデンシャル投資法人のメインスポンサーと

ことができ、オフバランスが図れることから J-REIT が

して、また総合型 REIT としてジャパンエクセレント

継続的な出口機能として最も適しているとの考えがあ

投資法人のコアスポンサーという位置づけで J-REIT

りました。

に関わってきました。今回積水ハウスが単独スポン

加えて、この時期に上場した背景としては、今回

サーとして新たにオフィスを中心とした総合型 REIT

取得した資産を含めてスポンサーに積み上がってい

を立ち上げた大きな理由としましては、積水ハウスが

る本投資法人の投資対象になるような国内における

これまで行ってきたオフィスビルなどの開発物件が一

パイプライン候補が約 3,000 億円程度積み上がってき

定の安定稼働の見通しが整い、また用途の多様化 、

たことも、単独スポンサーで上場を目指した1 つの背

海外への展開を含め、独自路線で行える地盤が整っ

景になっています。

たと判断したためです。積水ハウス・SI レジデンシャ
ル投資法人のスポンサー変更もきっかけのひとつと
なっています。
スポンサーの積水ハウスは、住宅のイメージが強
いと思われがちですが、オフィスビルの開発につい
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―投資方針およびポートフォリオの特徴を具体
的に教えてください。
本投資法人は、オフィスビルを中心に、商業施設
やホテルも投資対象とする総合型 REIT です。

ても、今回取得した「ガーデンシティ品川御殿山 」や

投資方針として私どもは「戦略的立地」と「高品

「 本町南ガーデンシティ」のように優良で豊富な開発

質」を柱とした商業用不動産（プライム・プロパティ）

実績を積み上げてきました。また、積水ハウスは長

への投資を掲げており、商業用不動産のキャッシュ・

期保有する姿勢よりも原則的に売却を視野に入れて

フローの源泉となるテナント企業が、その事業の「持
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続可能な活動拠点」として不動産に求める要素を重

に次ぐランクが取得できている点 、マルチテナントの2

視しています。この要素には、
（a）
経済圏、
（b）
利便

物件については積水ハウスの賃料固定型のマスター

性、
（ c ）機能性、
（ d ）環境配慮、
（ e ）事業継続計画

リースを導入しており、賃料の下振れリスクが軽減で

（ BCP ）、及び（ f ）
ブランドの6つの要素があると考え

きている点も本投資法人の優位性であり、いずれも

ており、
これらの要素を重視して投資を行う方針です。

オフィスビルとしての高い機能性と十分なテナント訴

ポートフォリオの構築方針については、国内におい

求力を有する物件であると考えています。

ては、オフィスビルを80％以上 、商業施設 、ホテルな
どを20％未満と定めています。投資エリアについて

―海外不動産の組入れについて具体的に教えて

は、積水ハウスが豊富な開発実績を有する三大都

ください。

市を中核とする三大都市圏（東京圏 、大阪圏 、名古

成長戦略の主軸である国内不動産への投資に加え

屋圏 ）
を80％以上とし、その他のエリアを20％未満と

て、海外不動産の組入れも検討していくことを方針と

定めています。また、本投資法人の成長戦略の主

することで、外部成長余地の拡大と、当該国における

軸は、あくまでも積水ハウスのパイプラインを核とした

経済成長や人口増加等に伴うキャッシュ・フローの増加

国内不動産の取得ですが、海外不動産についても

といった内部成長機会も確保することで、これを「もう

全体の20％未満まで投資可能としています。

一つの成長ドライバー」として位置づけています。

上場時におけるポートフォリオの主な特徴としてま

具体的な対象エリアは、我々が現地のオペレーショ

ず挙げられるのは、東京圏 、大阪圏に所在し、1 棟

ンなども含めしっかりと運営していくことが可能と考え

当たりの平均延床面積が 4 万 2,933㎡と大型のオフィ

られるという観点で、積水ハウスの開発実績に基づ

スビルであり、またいずれの物件も2011 年 2月竣工

き知見のあるシンガポール、オーストラリア及びアメリ

でポートフォリオ平均築年数が上場時で約 3.8 年であ

カの3カ国を想定しています。

ることなどがあり、3 物件合計で1,143 億円の資産規

また、積水ハウスがシンガポールとオーストラリアで

模となっています。また、3 物件すべてがスポンサー

現地パートナーと共同で開発を進めている2 つのプロ

である積水ハウスの開発物件であり、
「ガーデンシ

ジェクトについては、2016 年 12月以降に行使可能と

ティ品川御殿山 」が DBJ グリーンビルディング認証

なる優先交渉権を有しており、2 案件とも今後の開発

の最高位ランク、
「 本町南ガーデンシティ」が最高位

や稼働の状況等を一定期間見極めたうえで、取得
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について慎重に検討する方針です。
海外不動産への投資については、為替リスクなど

から特に多くの参加があったことは特筆すべき状況
になったと認識しています。

を懸念される声もありますが、為替リスクのヘッジにつ
いては、組み入れ時の状況に応じてバランスのとれ
た適切な方法を採用する方針です。
こういった海外不動産への取り組みについては、

―今後のポートフォリオ構築について教えてくだ
さい。また、目標額もあればお聞かせください。
まずは当初ポートフォリオの規模の拡大 、分散の推

成長性が期待できる点とスポンサーのサポートが活

進が課題と認識し、資産規模の拡大に積極的に取り

用できる点が投資方針に加えた大きな理由となって

組んでいく方針です。

います。

今後の外部成長は積水ハウスの開発物件を主と
したパイプラインを柱とし、当面の目標として当初 3 年

―IPO の際 、投資家の反応はいかがでしたか？
ロードショーは3 チーム体制で、中央の機関投資

です。2,000 億円については、積水ハウスが保有す

家や地方の金融機関を中心に7日間で約70件のミー

る国内のパイプラインだけで十分到達可能な数字と

ティングを実施しました。

考えています。今回取得した物件のうち「ガーデン

投資家の方々には、ポートフォリオの質やパイプラ

シティ品川御殿山 」と「 本町南ガーデンシティ」の未

インを含めた今後のスポンサーサポートが期待できる

取得部分については個別に本投資法人は優先交渉

ことについては高い評価を頂いた反面 、ポートフォリ

権を有しています。スポンサーパイプライン物件につ

オが 3 物件のみで構成されている点でのポートフォリ

いては、マーケット環境なども勘案しながらタイミング

オの分散ならびに海外投資に関しては懸念している

を見極め、取得について慎重に検討していきます。

というご意見も多く頂戴しました。ポートフォリオの分

さらに積水ハウスのパイプライン以外での、スポン

散への対応策として導入している積水ハウスによる

サーグループ外からの物件取得も積極的に検討して

賃料固定型のマスターリースに対しては一定の評価

いきます。外部からの物件取得は、少し幅広に検討

をいただいているものの、今後の資産規模の拡大と

する意向ですが、IPO で取得した質の高い物件が

ポートフォリオの分散が本投資法人の最優先課題と

本投資法人のポートフォリオの中心的な位置づけで

認識しています。

あることは変わりません。ただ、当初ポートフォリオの

また財務面としては、LTV 水準を40～ 50% の範

質を維持したままでの成長を模索するのではなく、今

囲内でコントロールする方針です。発行価格につい

回取得した資産のような質の高い物件を中心としな

ては、発行決議日当日に日本銀行が追加の金融緩

がら、それを補完するような物件 、一例として築年数

和を発表したことで、REIT の投資口価格が軒並み

を経たもの、A クラスのオフィスビル、また、ケースに

上昇したことで、目論見書価格の10 万円に対して仮

よってはあまり比率を高めない方向で収益が取れる

条件を引き上げ 、仮条件の上限である11 万円で条

物件についても取り組んでいく方針です。まだ未取

件決定しました。

得アセットタイプのホテルや商業施設については、ア

アロケーションは、一般投資家 70% 、機関投資家
30% の配分とし、一般投資家・機関投資家の双方か
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以内に資産規模 2,000 億円までの拡大を目指す方針

セットタイプの幅が広いので個別に慎重に検討し取り
組んでいく姿勢をとります。

ら相当数の需要が積み上がり、全体として10 倍強

スポンサーの積水ハウスが兼ね備えているイメージ

の需要となりました。株式会社日本格付研究所（ＪＣ

があると思いますが、本投資法人も同じイメージが彷

Ｒ）
より「ＡＡ―」の長期発行体格付を取得したことも

彿させられるようなリートを目指し、投資主利益の最

寄与し、中央の機関投資家はもとより地域金融機関

大化に向けて運用する所存です。
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