Special
●トップインタビュー

野村不動産マスターファンド投資法人
野村不動産投資顧問株式会社
代表取締役社長

安部 憲生氏に聞く
野村不動産マスターファンド投資法人（証券コード：3462 ）
が 、2015 年 10 月2 日 、東京証券取引所に
上場しました。本投資法人は、旧野村不動産マスターファンド投資法人 、野村不動産オフィスファンド投資
法人 、野村不動産レジデンシャル投資法人の 3 投資法人が合併して誕生しました。
資産運用会社となる野村不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長 安部憲生氏にお話を伺いました。
（インタビューは2016 年 1 月に実施 ）

―合併の経緯について教えてください。
野村不動産グループの資産運用事業の歴史は、

すること、つまり、資産規模の拡大 、ポートフォリオの
分散 、財務基盤の安定性の強化等による投資主価

1990 年代後半までさかのぼります。以来 、市場環境

値の向上に資することを目的に、3REIT間で協議を

の変化に対応しながら運用実績を着実に積み上げて

重ね、10月1日に合併成立 、翌日、東京証券取引所

1兆円を超える資産をお預かりする運用会社に成長し

上場となりました。これまで投資セクターを同じくする

ています。その間 、業界のフロントランナーとして、私

銘柄の合併事例は多々ありましたが、投資セクターの

募不動産ファンドにはじまり、上場 REIT 、私募 REIT

異なる特化型 3REITの合併は国内初であり、本合

及び国内外における FoFs（ファンド・オブ・ファンズ）

併により総資産 9,000億円超の国内最大級の総合型

等 、多彩なリスク・リターンの不動産金融商品を投資

REIT が誕生したのです。

家の皆様に提供してきました。

なお、合併において忘れてはならないのが、ARES

特に、中核となる J-REIT事業については、多様

が平成 27 年度税制改正で要望していた「 正ののれ

化・高度化する資産運用業務において、人材とノウ

ん償却費相当の利益超過分配の損金算入 」実現で

ハウの集約を図るため、複数の J-REIT の運用に必

す。この改正により、リーマンショックを契機とした市

要な認可を運用会社として初めて取得し、野村不動

場低迷期の過去事例である負ののれんが発生する

産オフィスファンド投資法人（オフィス特化型 ）、野村

救済合併ではなく、正常な市場における対等合併が

不動産レジデンシャル投資法人（ 住宅特化型 ）、野

可能となったのです。今後のJ-REITの発展にとって、

村不動産マスターファンド投資法人（物流・商業特化

合併が成長のための効果的な手段のひとつとなりまし

型）
の運用を単独で受託してきました。

た。

昨今の J-REITを取り巻く外部環境を俯瞰すると、
物件取得競争の激化 、J-REITマーケットにおける規

―「 特化型 」から「 総合型 」へ戦略を転換したこ

模の二極化の進展 、投資対象セクターの拡大等の

との理由を教えてください。

環境変化が見受けられます。今回の合併は、これら

今回の合併の意義は、大きく分けると3つあります。

の変化にいち早く対応し、次なる成長の機会を獲得

まず1つ目が、
「 特化型 」から「 総合型 」への戦略
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野村不動産投資顧問株式会社
代表取締役社長 安部 憲生 氏

転換による持続的な成長の追求です。2つ目が、
「大

を強く受けるため、セクターによっては賃料増減による

型化 」による安定性の強化と成長戦略の進化です。

分配金の大きな変動を余儀なくされたり、マーケットの

3つ目が、
「賃貸バリューチェーン」の確立による野村

過熱期には、投資リターンの低下により、安定的な外

不動産グループとの相互成長の加速です。いずれ

部成長が妨げられることが考えられます。それに対し、

の REITも、合併こそが、それぞれの投資主価値の

「総合型 」では、安定セクターである物流施設・居住

向上に資する最良の施策であるという共通の認識に

用施設・商業施設（居住地立地 ）
とアップサイドが狙え

至り、投資主の皆様のご支持を受け、投資主総会の

るオフィス・商業施設（駅前立地 ）
を組み合わせること

特別決議で承認を得ることができました。

で、収益と資産価値のボラティリティを抑えた J-REIT

特化型から総合型への戦略転換のメリットは、
「セ
クター分散による安定性・成長性の向上 」、
「幅広い

本来の「ミ
ドルリスク・ミ
ドルリターン」という商品特性の
実現が可能となります。

セクターへの厳選投資による継続成長 」、
「 投資セク

現在 、J-REITの投資対象は複合用途施設 、ホテ

ターの多様化による投資機会の拡大 」が挙げられま

ル、工場 、ヘルスケアなど多様化が進んでいますが、

す。不動産投資においては、収益構造や投資リスク

適切なタイミングで継続的な投資判断ができる大きな

の違いから、各セクターに求める投資家の選好が異

器として、
これら新たなセクターへの投資も検討してい

なるため、その結果として、不動産取引市場におい

きます。

てはセクターごとに特徴的なサイクルを描きます。
たとえば、オフィスの賃料は景気感応度が高いもの
の、一般的な契約更改は2 年おきなので景気に遅行

端的に、
「大型 REITのスケールメリット」の追求で

性があるのが特徴です。住宅は賃料の弾力性がほ

す。具体的には、
「 資産規模拡大による安定性の飛

とんどありません。物流は投資額が大きい上 、投資

躍的向上 」、
「 各種施策の実施によるポートフォリオ

適格物件の絶対量が少ないものの、10 年程度の長

価値向上 」、
「財務安定性の向上 」が挙げられます。

期契約による安定収益が見込めます。

資産規模が大きいことで個々の保有不動産に対する

つまり、
「 特化型 」では、同じ市場サイクルの影響
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―「大型化 」戦略について教えてください。
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リスクが分散され、
リスク許容度が向上しました。つま
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野村不動産投資顧問株式会社
代表取締役社長 安部 憲生氏に聞く

り、テナント退去リスク・保有資産の入替え・建替え・大

件運営上の様々な情報・ノウハウを共有し、ハード・ソ

規模リニューアル等の事象が分配金に与える影響を

フト両面におけるブランド力の向上を推進するもので

抑制することができるのです。

す。我々は、保有資産のブランド価値の高まりがファ

新生マスターファンドは、保有資産の老朽化・陳腐
化による競争力の低下という全ての J-REIT銘柄が

ンドの収益や資産価値そのものへと結ばれていくと考
えています。

潜在的に抱えている普遍的な命題に対して、スケー

野 村 不 動 産グループ の 中 長 期 経 営 計 画

ルメリットを利した戦略的資産入替（「 SPR：Strategic

『 Creating Value through Change 』には、重点分

Property Replacement 」）
を推進し、ポートフォリオ

野である賃貸事業がグループ REITと結びつく「 賃

の質的向上を図っていきます。

貸バリューチェーン」が掲げられています。そして、

また、スケールメリットを活かした管理・修繕工事等

我々運用会社にとって大切なのは、REITの投資主

のコスト削減やデット調達コストの低減も見込め、セク

の皆様にそのメリットを享受していただくことだと考え

ター横断的なリーシング活動などの合理化も進めてい

ています。

きます。
今回の合併によって、新生マスターファンドの投資

－2015 年 5 月27 日に合併を公表されました。

口数と投資主数は J-REIT最大となり、時価総額も上

既存の 3 投資法人の投資家の反応はいかがで

位を占めるポジションとなりました。今後とも、機関投

したか。

資家等が組み入れ不可欠な「マストバイ銘柄 」とし

5月27日に3REITは合併契約を締結し、同日公表

て、投資口価格の安定が期待でき、結果的に、資金

しました。市場の驚きと反応は当初の予想を超えるも

調達力及び財務安定性の向上に繋がっていくものと

のがありましたが、合併はマーケットで好意的に受け

考えています。

止められたと考えています。実際 、発表翌日に投資
口価格は5％程上昇しました。その後も、東証 REIT

－賃貸バリューチェーンについて教えてください。
合併を機に、運用会社（ REIT ）
と野村不動産グ

指数と対象 3REITの騰落率との比較では全ての
REIT で指数を上回っていました。

ループで「賃貸バリューチェーン」に関する基本合意

しかし、合併成就には越えなければならない大きな

書を締結しました。「 賃貸バリューチェーン」の役割

ハードルがありました。それは、7月末に開催を控えて

は2 つあります。1 つ目は〈 物件取得パイプライン〉

いたREITの投資主総会で、
3つ全てのREITが「特

です。野村不動産が開発・保有する不動産の情報

別決議（ 全投資主の3 分の2 以上の賛同 ）
」の承認

提供を受け、優先的に取得していくものです。オフィ

を得なければならなかったことです。それゆえ、合併

スビル「 PMO」、居住用施設「プラウドフラット」、商

発表後は投資主の皆様からの質疑対応に始まり、合

業施設「 GEMS 」、物流施設「 Landport 」という4

併の内容やその意義を説明して歩くことに追われ、5

セクターを安定的に取得可能とすることで、REIT は

月末より2ヶ月を掛けて対話を持った投資家数は国内

着実な成長戦略を持つことができます。また、我々の

外を含めて100 社を超えました。この IR活動は国内

スポンサーである野村不動産も収益不動産開発の事

中央・地方都市を皮切りとして欧州・北米・アジアにも及

業量拡大を図ることができます。

び、移動距離にしてみますと、ざっと8 万km 、地球 2

2つ目は〈マネジメントパイプライン〉です。グループ
各社（ 野村不動産、野村不動産投資顧問、野村不

周分にもなりました。
合併に懸ける想い、必ず投資家のためになるとの

動産パートナーズ及びジオ・アカマツ）
が一体となって、

強い信念に燃えて行動した結果 、7月末には圧倒的

マーケットの反応やオペレーションサービスを含めた物

な支持に支えられて、合併は承認されました。

January-February 2016

47

Special

今後 、当社の運用によって、新生マスターファンド
は様々な環境変化に対応し得る最適なポートフォリオ

また、REIT事業に加えて、投資家ニーズを的確に

を構築し、持続的成長と安定性強化の両面から投

捉えた新規ファンドの商品供給やグローバル投資ニー

資家の皆様に評価されていくものと確信しています。

ズへの対応にも取り組んでいます。私募ファンド事業

尚、上場後の株価ですが、主要インデックスへの組

ではヘルスケアやホテル等の新しいアセットタイプを対

み入れ等もあって、様々な投資家層から注文が入り、

象としたファンド組成、有価証券ファンド事業ではファン

変動率こそ上昇しましたが、流動性と出来高は大幅

ド・オブ・J-REIT、ファンド・オブ・グローバル REITある

に増加しています。これらは、投資家・市場からの期

いはファンド・オブ・海外オープンエンドファンド等の国内

待・注目度の大きさを表していると考えており、運用会

外の不動産ファンドを投資対象としたファンドの商品化

社として改めて身の引き締まる思いであります。

を推し進めてまいります。

－野村不動産グループは常に新しいことに取り組

－結びに、
「資産運用事業者 」として。

まれています。今後の方針について教えてくだ

日本の個人資産は欧米に比べて預貯金に偏って

さい。

おり、低金利が続くなか、インフレの進展による資産の

まずは、投資主の皆様から負託を受けた国内最大

目減りが懸念されています。経済活性化のためにも、

級の総合型 REITである野村不動産マスターファンド

いかに「 貯蓄から投資へ 」の流れを加速させるかが

投資法人の成長を加速させ 、合併の効果を目に見え

課題となっており、政府もNISAをはじめ投資促進の

る形でお示し、投資主価値の向上を目指します。そ

施策を打ち出しています。

してまた、拡大し続ける私募 REIT市場においては、

こうした状況下にあって、より魅力ある投資商品を

野村不動産プライベート投資法人が、引続き投資家

開発・提案することで、広く社会全体の投資意欲を高

の皆様の需要を確実に取り込み、本邦初の商品組成

めていくこと、そしてその資金を活用した投資により、

というパイオニアの地位を確固たるものとする着実な

経済活動を支える基盤である社会インフラを整備して

成長を目指します。

いくことは、資産運用事業者の社会的使命といえま

いずれにしても、当社において REIT事業は中核ビ

す。

ジネスであり、その成長にはスポンサーである野村不

業界の更なる飛躍に向けて、不動産証券化市場

動産グループとの相互成長が不可欠です。先ほど

に関わる全ての関係者の皆様とともに、投資家ニー

お話しした「 賃貸バリューチェーン」を充実させ 、優

ズの把握に努めるなど原点に立ち返り、今後とも新た

良物件の安定的な確保とブランド力の強化によって、

な挑戦を続けてまいりたいと思います。

「パフォーマンスの向上 」と「 投資主価値の増進 」を
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図ってまいります。
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