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三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
代表取締役社長

圖子 智衆氏に聞く
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
（証券コード：3471）
が 、2016 年 8 月2 日 、東京証券取引所
に上場しました。本投資法人は、三井不動産が開発・保有する先進的物流施設に重点投資する方針を掲げ 、
将来的にはアジアへもポートフォリオの 15％以内で投資を検討します。
資産運用会社となる三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 代表取締役社長 圖子 智衆
氏にお話を伺いました。

―上場に至る経緯を教えてください。
スポンサーの三井不動産（ 以下「 三井不 」）は

（インタビューは2016 年 11 月に実施 ）

― ポートフォリオの構築方針および特徴について
詳しく教えてください。

2012 年度に物流施設事業を立ち上げ 、今年 3月時

当リートは三井不が開発する物流施設に重点投資

点においてその累計投資規模は22 棟 、約 3,000 億

を行うのが基本方針です。投資対象エリアは1 都 3

円に達する見込みです。当初目標を遥かに凌駕して

県及び茨城県の首都エリア及び大阪府・京都府・兵

急ピッチで拡大し、三井不は物流施設事業に大きな

庫県・奈良県・滋賀県の関西エリアで70% 以上 、その

手応えを感じています。そして、物流施設事業の成

他エリアで30% 以下としています。延床面積 1 万㎡

長をさらに加速させるため2015～ 2017 年度までの中

以上 、柱間隔 10m 以上 、有効天井高 5.5m 以上な

期経営計画ステージ II において物流リートの設立が

どの基準をクリアした先進的物流施設に主として投資

盛り込まれました。昨年 4月に三井不社内にリート準

します。物流施設のほか、投資比率 20% 以下の割

備室が設置され、私が室長を拝命。8月に資産運用

合でデータセンターや研究施設などのインダストリアル

会社を立ち上げ今年 3月に本投資法人を設立し、8

不動産 、同 15% 以下の割合でアジアを中心とした海

月に上場に至りました。

外不動産にも規約上は投資可能としています。上場
時のポートフォリオは9 物件・取得価格総額 755 億円、

事前に投資家を回りプレヒアリングしたところ良い感
触が得られていたため、できるだけ早く上場したいと

平均 NOI 利回り5.0%、平均稼働率 100%となってい
ます。

考えていました。また、英国の EU離脱観測などを契
機にリートそのものがディフェンシブな銘柄として見直

また、取得物件の選定にあたってはロケーション、

され、中でも物流施設は住宅と並び安定的で底堅い

クオリティ、バランスの3つの要素にこだわりました。ロ

商品として再評価されたことも、このタイミングで上場

ケーションは主要な高速道路や幹線道路の交通結

を決めた理由の1つです。

節点へのアクセスを重要視し、上場時に取得した物
流施設はすべて高速インターチェンジまでのアクセス
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距離が5km未満に立地しています。最寄り駅へのア

ション、クオリティ、バランスの3 点にこだわりながら、質

クセスも、徒歩またはバスで20 分以内が89.3% を占

の高いポートフォリオ構築を目指していきます。

め、従業員の通勤利便性も意識。同時に首都エリア
比率 93.9% の内 、湾岸 44.4% 、外環道 13.2% 、国道

―他の物流系リートとの差別化戦略はいかがです

16 号 8.6% 、圏央道 27.7% 、また関西エリア6.1%とエ

か。

リア分散も考慮しています。クオリティは三井不が開

当リートはスポンサーの三井不の物流施設事業と

発した先進的物流施設「 MFLP 」
に重点投資するこ

ともに持続的な成長を果たしていくことを目指してい

とで確保し、上場時のポートフォリオ平均築年数は平

ます。物流施設の開発や、テナントのリースアップ等

均 2.5 年とJリートトップクラスの浅い水準です。また

は三井不が行い、安定稼働した後に、当リートに売

従業員のアメニティーを充実させるソフトサービスにも

却し、その物件を投資法人が保有・運営することで、

注力しています。カフェテリア、売店等設置のみなら

当リートの投資主価値の最大化を目指すことになりま

ず、最近竣工した三井不動産物流施設では、レンタ

す。我々はこれを「三井不動産との戦略的パートナー

サイクル、カーシェアリング、宅配ボックスまた一部保育

シップ」と呼んでいます。投資法人名に「 三井不動

施設を備えた MFLPもある等、細部にわたり差別化

産 」の名前を冠しているほか、三井不との優先情報

を図っています。バランスへのこだわりでは、MFLP

提供契約の締結や三井不からの12.9％のセイムボー

がランプウェイ型 、スロープ型 、ボックス型と３タイプ

ト出資受け入れ等 、三井不との強いパートナーシップ

に分かれることにより、様々の先進的物流ニーズに

やスポンサーサポート体制を背景としたリートであるこ

対応することができることが特徴です。加えて三

とがご理解いただけると思います。日本有数の総合

井不が開発したデータセンター（Mitsui Fudosan

デベロッパーである三井不の物流施設事業における

Industrial Park:MFIP ）
を一部組み入れることで、

プラットフォームを最大限活用した成長戦略を取れる

一部アクセントを付けて、ポートフォリオの質の向上 、

ことこそが、当リートと他の物流系リートとの最大の差

分散、拡大に資すると考えています。このようにロケー

別化要素であり、特徴であると考えています。

November-December 2016
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加えて、財務運営においては上場後 1 、2 期末の

―今後の成長戦略について教えてください。

LTV 水準がそれぞれ26.9%, 22.8% 程度と他の物流

外部成長戦略については、さらなる物件の取得に

施設系リートに比べ低位安定しており、これも当リート

向けて、三井不から優先的に情報提供を受け優先

の特徴と言えます。LTV 水準については資産規模

的に交渉できる優先情報提供契約を活用して投資

拡大に応じて、中長期的に40～ 50% 程度を巡航水

法人の資産規模拡大を図ります。すでに8 物件 、延

準として想定していますので、借入余力と同時に配

床面積 75 万㎡の優先情報提供契約を締結済みで、

当成長余力を持ったリートであることが特徴です。そ

延床ベースでは上場時の2 倍強 、資産規模にして約

の他 、Jリート初の FFO に基づく継続的な利益超過

1,600 億円（ 上場時の単価 / 延床面積で試算 ）
の物

分配の実施による安定的な分配金確保及び効率的

件が優先交渉の対象になっています。中期目標とし

なキャッシュマネジメントの両立なども、当リートの大き

て2020 年度までに資産規模 2,000 億円の達成を掲げ

な特徴と言えると思います。

ていますが、優先情報提供対象物件だけでも十分に
到達できる見通しです。三井不グループの幅広いネッ

―FFO に基づく利益超過分配金は確かに他の J

トワークを活かし、外部からの取得も視野に入れてい

リートに例がなく特徴的ですが 、意図するところ

ます。ただし、マイナス金利かつ物流プレイヤーも増

を教えてください。

え、特に稼働物件に関しては競争が熾烈となることが

他の物流系リートは減価償却費に一定の掛け目を

予想されるため、いたずらに成長を追うのではなく、ス

乗じ、これを利益配当に加えて投資主に分配するの

ポンサーパイプラインをベースとしながら、質を伴った

が一般的ですが、当リートでは FFO をベースとし、

成長を実現していきたいと考えています。

Jリートの平均 FFO ペイアウトレシオを参考に、FFO

また、内部成長戦略については三井不グループ

の70％を目途に利益超過を含めた配当を行います。

の顧客ネットワ―クはリーシング上 、大きな強みになる

FFO は当期純利益と減価償却費を分母にしている

と考えています。ビル3,000 社 、商業 2,300 社の幅

ため各々の変動に左右されにくく分配金が安定しや

広いネットワ―クを最大限有効活用していくことで、

すいメリットがあり、キャッシュフロー重視を明確にして

荷主に直接働き掛けていく営業が可能です。例えば

います。分配金の安定は、内部留保の安定にもつな

「 MFLP 堺 」では商業テナントとして付き合いのあっ

がり、さらなる成長に向けてキャッシュマネジメントが容

たビックカメラが物流の再編を検討する際にソリュー

易になります。この方式については海外投資家を中

ション提供し入居いただきました。三井不グループ

心にポジティブな反応が得られており、これも当リート

の物流投資規模が3,000 億円に達しようとする今 、グ

の特徴の1つとして訴求していきたいと思います。

ループとして有力な3PL業者との強固なリレーション
シップも構築できています。
このように、スポンサーである三井不の物流施設事
業の成長・拡大とともに資産規模を拡大することが、
当リートの成長戦略の基本だと考えています。
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