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●トップインタビュー

ヘルスケア＆メディカル投資法人
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

吉岡 靖二氏に聞く
ヘルスケア＆メディカル投資法人（証券コード：3455 ）
が 、2015 年 3 月19 日 、東京証券取引所に上場
しました。「介護 」「医療 」「健康 」をキーワードとするヘルスケア施設への安定的な投資・保有を通じて 、
ヘルスケア施設の適切な維持管理及び新たな供給を促進させることを目指すとともに、安定した収益の確
保と運用資産の着実な成長を目指す投資法人です。
資産運用会社となるヘルスケアアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 吉岡靖二氏にお話を伺い
ました。

―ヘルスケア施設特化型リートでは 2 番目の上
場となりました。上場までの経緯を教えてく

（インタビューは2015 年 7 月に実施 ）

とができました。
ヘルスケア施設は、我々にとって非常に身近なア

ださい。

セットでありながらテーマとしては重たいうえ、経営状

日本は先進国の中で最も高齢化が進展している

況がわかりにくく、出口の流動性も限定的と見られて

国ですが、今後同居家族の減少等により、高齢者の

きたため、アセットファイナンスまたはエクイティファイナ

一人住まいが益々増えていきます。そうなると、益々

ンスの対象としては敬遠されがちであり、これがヘル

介護・医療サービスを外部に頼らざるを得なくなって

スケア施設の供給促進の足かせとなっていました。

いきますので、ヘルスケア施設の整備が強く求めら

我々は、上場リートという言わば公の器を通じてこれ

れています。このような「 少子・高齢化 」という社会

らの点を払拭し、介護・医療業界と資本市場を繋ぐ

的課題への対応に当たり、三井住友銀行（ 以下 、

パイプ役としてヘルスケア市場の整備・拡大を図り、

「 SMBC 」）
は、社会インフラであるヘルスケア施設

｢ 国民一人ひとりが安心して生き生きと生活できる社

の供給促進を金融面で支えていこうと、介護・医療

会の実現 ｣ を目指してまいります。これが主要スポン

業界で幅広く事業展開しているシップヘルスケアホー

サー 3 社の共通の想いであり、本投資法人設立の

ルディングス（ 以下 、
「 SHIP 」）
と、ファンド運営のノ

原点でもあります。

ウハウを有する NEC キャピタルソリューション（以下 、
「 NECAP 」）に声掛けし、2013 年の夏頃から3 社
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―ポートフォリオの特徴とオペレーターについ

共同でヘルスケアリート設立の準備を進めてまいりま

て、具体的に教えてください。

した。一方 、環境面では、国交省が「 高齢者向け

本投資法人は、社名にも示している通り、｢ 介護 ｣

住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガ

｢医療 ｣ ｢健康 ｣ をキーワードとする物件に重点投資

イドライン」を取り纏めるなど整備が進み、投資家や

していきます。具体的には、有料老人ホームやサー

オペレーターの皆様をはじめ多くの方々から、ヘルス

ビス付き高齢者向け住宅といった高齢者施設・住宅

ケアリートへの関心と期待が高まってきたことも追い風

を中心に、病院や医療モール、健診センター等の医

となって、今年３月に東京証券取引所に上場するこ

療関連施設の組み入れ比率をポートフォリオの80%
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以上と定めています。
上場時のポートフォリオは有料老人ホーム14物件 、

本投資法人の大きな特長は、｢介護・医療｣ ｢ファン
ド運営｣ ｢金融｣ の各業界を代表するスポンサーの全

サービス付き高齢者向け住宅が 2 物件の計 16 物

面的なサポートにより安定した基盤を確立している点で

件。居室数が 50 室未満のものから150 室を超える

す。これに関して、上場時のロードショーにおいても多

比較的大型の施設や、入居一時金のない低価格帯

くの投資家から、特に高いご評価を頂きました。例え

のものから都心立地の高級な施設まで、幅広く組み

ば、SMBC は、資金調達に関するアドバイスの他、同

入れています。取得価額は236.8 億円と鑑定評価の

行が保有する幅広い顧客ネットワークを通じて、ヘルス

約 97% の水準 、平均 NOI 利回りは5.8%。エリアに

ケア施設の開発・流動化ニーズなどを顧客の希望に応

ついては高齢者人口の絶対数が多く、今後の伸び

じて資産運用会社に情報提供する役割を期待されて

も見込まれる都市部を中心に分散を図っており、首

おり、本投資法人にとって優良なディールソースの一つ

都圏の9 物件（ 59.3% ）
を筆頭に、近畿圏が 3 物件

になります。NECAP は子会社のリサ・パートナーズで

（ 21.4% ）、中部圏が 1 物件（ 5.4% ）
と、三大都市

不動産投資の実務経験を積んだ人材を運用会社に

圏で13 物件（ 86.1% ）
となっています。

派遣している他、ブリッジファンドへの出資を通じてウェ

ヘルスケア施設の獲得競争は特に入札案件に関

アハウジング機能を提供しています。また、全国で有

し激しさを増しています。取得 16 物件のうち3 物件

料老人ホームを展開するSHIP は、本投資法人の鍵と

は運用会社独自のネットワークを駆使して、入札では

なるオペレーターとのパイプ役を担っています。ヘルス

なく相対で取得したものであり、また残りの13 物件に

ケア施設は、典型的なオペレーショナルアセットで、この

ついてはスポンサーが組成したブリッジファンドを通じ

運用には事業の運営状況や継続性を評価できる目利

て優先的に取得したものです。

き力に加え、いかに優良なオペレーターと円滑なコミュ

施設を運営するオペレーターは、業界最大手のベ

ニケーションを図り、良好で持続的な関係を構築できる

ネッセスタイルケアやメッセージに加えて、中堅の運

かが重要になります。その点、同業者として業界の事

営会社も含めて７社でバランスを考慮しました。いず

情と事業自体を良く理解し、コミュニケーションの土台と

れも会社規模に拘らず、高い信用力と運営実績が

なる共通の経験・言葉を持つ SHIP のノウハウを活用

認められます。これらオペレーターとの間で締結して

できることは大きな強みであり、実際にリートの活用につ

いる賃貸借契約の平均残存年数は13.6 年で、今後

いて当初懐疑的であったオペレーターからも一定の理

長期に亘り安定したキャッシュフローが期待できます。

解と信頼を得られようになりました。
また、本投資法人は、主要スポンサー 3社の他、三

―投資法人におけるスポンサーの役割とサポー
ト体制について教えてください。

井住友ファイナンス＆リースや SMBC 信託銀行、
リサ・
パートナーズを含む計13社から、スポンサーサポート契
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約ないしはパイプラインサポート契約を通じて、様々な
サポートを受けることができます。サポートの内容は、

予定です。
また、キャッシュフローの安定性を高め、介護報酬の

専門的なノウハウや機能の提供、顧客や案件の紹

改定や高齢者ニーズの変化にも対応するべく、介護型

介、物件のウェアハウジングと優先交渉権の付与等多

から自立型、高価格帯から低価格帯まで、バランスの

岐にわたっています。

良い分散の効いたポートフォリオを作り上げていきます。

本投資法人は、これらスポンサー等の特長と機能を

鍵となるオペレーターの選定については、運営してい

最大限活用し、安定的な資産運用と中長期的な運用

る施設数や定員数、あるいは財務状況など定量的な

資産の拡充を図っていきます。

側面だけでなく、事業として重要なしっかりとしたビジョ
ン・体制が構築され、コストに見合った（良質な）
介護

－今後のポートフォリオの構築について教えてく

サービスが提供されているかどうか等、数字に表れな

ださい。また、目標額もあればお聞かせくだ

い部分まで総合的に見極めていきます。介護施設運

さい。

営の業界においても、大手の存在感は大きいですが、

本投資法人は、上場リートとしては比較的小規模で

全国的な施設数では中堅・中小のオペレーターが大半

スタートさせて頂きましたが、ポートフォリオの流動性と

を占めています。会社の規模は小さくても、その地域

安定性の観点から、一つの目安となる1,000億円の資

のニーズと実情に合った運営を堅実に行っているオペ

産規模に、いかに早く成長していくのかが重要だと考

レーターは少なくありません。そういった部分をしっかり

えています。既に、ブリッジファンドが取得している有

目利きして、多くの優良なオペレーターとの付き合いを

料老人ホーム等14物件については、将来の売却の際

広げていくことが重要だと考えています。

の優先交渉権を取得しており、今後の外部成長への

高齢化が更に進展していく日本において、ヘルス

道筋を付けています。これに加えてスポンサー等の幅

ケア施設ほど実需に基づく大きな成長が見込まれるう

広いネットワークを通じて集まってきた情報の中から良

え、公共性のある投資対象は他に見当たりません。ま

質な案件を見出し、機動的かつタイムリーに物件取得

た、オペレーターとの間で賃料固定長期の賃貸借契

を図っていきます。これに加えて、新規の開発案件や

約を結ぶため、景気変動に左右されにくく、長期にわ

介護施設に比べて一般的に規模が大きい病院への

たって安定した収益が見込まれます。

投資案件にも取り組んでいく方針です。
介護施設の開発におけるリートの活用に関しては、

設に、幅広い顧客ネットワークと目利き力を最大限活用

成長意欲の強い大手オペレーターからの期待も大き

して、継続的かつ安定的に投資を行い、ヘルスケア

く、既に具体的な相談が多く寄せられています。

リートのスタンダードを作り上げなければならないと考え

病院の組み入れについては、一部に慎重な意見も
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本投資法人は、このような特性を持つヘルスケア施

ています。

あるようですが、投資家の方からの期待も大きいと感じ

今後、介護施設運営の業界は玉石混淆の時代か

ています。例えば成長戦略を掲げる病院にとって、
リー

ら2極化の時代へと展開していくものと考えています。

トの活用は資金調達の有力な選択肢の一つになり得

一方で、介護施設を選ぶ明確かつ正しい基準は示さ

ます。また、
目利き力が介護施設以上に問われるアセッ

れておりません。ヘルスケア＆メディカル投資法人が

トでもありますが、我々は、スポンサーの SHIP が培っ

選んだ施設だから、ソフトもハードも一定の基準を満た

てきた病院作りのノウハウを活用できるという他の陣営

し、入居する高齢者とそのご家族も安心して契約でき

にはない強みを発揮できます。今般国交省より公表さ

る、投資家の皆様にも投資先として信頼いただける、

れた、
「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライ

そのようなご評価を頂けるよう、これからも一つ一つ信

ン」の内容に沿って、今後具体的な検討を進めていく

頼を積み重ねてまいります。
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