Special
●トップインタビュー

さくら総合リート投資法人

さくら不動産投資顧問株式会社
代表取締役社長

村中 誠 氏に聞く
さくら総合リート投資法人（証券コード：3473 ）
が 、2016 年 9 月8 日 、東京証券取引所に上場しました。
本投資法人は、ガリレオグループ（豪州の独立系不動産・ファンド運用 ）
と日本管財グループをスポンサーと

した総合型リートで 、豪州リートの運営実績を活かした J リート運用を行います。
資産運用会社となる、さくら不動産投資顧問株式会社 代表取締役社長 村中 誠 氏にお話を伺いました。
（インタビューは2017 年 3 月に実施 ）

―スポンサーのガリレオグループと日本管財グ
ループについて教えてください。

外の建物管理会社の事業買収等により海外ビジネス
の強化も図っています。

豪州を拠点として米国、豪州及び日本で不動産・
ファンドビジネスを手がけるガリレオグループは2003 年
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― 豪州証券取引所上場を経て 、J リート上場に

に、グループにとって第 1 号の豪州証券取引所上場

至った経緯を教えてください。

リート（ Aリート）
となるガリレオ・ショッピング・アメリカ・ト

先ほどご説明しましたガリレオ・ジャパン・トラストは、

ラストを立ち上げました。投資対象は米国のショッピン

ガリレオグループと日本管財グループにより共同で立

グセンターであり、取得資産は2,800 億円程度でした。

ち上げられ、2006 年 12月にオーストラリア証券取引

それから3 年後の2006 年に2 号目の Aリートとなるガ

所に上場しました。当時オーストラリアは比較的投資

リレオ・ジャパン・トラストを組成、
こちらは日本のみが投

資金が集まりやすい状況にある一方 、国内は国土が

資対象で890 億円程度でした。最近では足元のオー

広い割に人口が少なく、都市が沿岸部に集中してい

ストラリアで高級分譲マンション、ショッピングセンター及

るため、リートとして国内不動産への投資機会は限

び宅地の開発を行っており、これらを合わせるとグルー

定的であり、結果的に当時の豪州リート全体の46％

プでは取得、開発の累計は5,000 億円ほどになります。

は海外不動産が占め、25 銘柄が海外に投資してい

一方 、不動産建物管理の総合サービス企業であ

ました。ところがリーマン・ショック以降 、目の届かない

る日本管財グループは、昭和 40 年に事業を開始した

海外に投資するよりも目の届く国内の不動産に投資し

不動産管理の老舗企業です。管理運営資産は、住

たいというリスクオフの投資ニーズが高まりました。豪

宅、オフィスビル、商業施設 、医療施設 、官公庁施設

州に限らず世界で広がったこのドメスティックバイアス

等々多岐にわたっています。サービスラインも中心とな

により、その後は豪州リートに占める海外不動産の割

るビルメンテナンスを始め、警備 、マンション管理 、環

合は20％に低下し、海外不動産を保有するリートも5

境施設管理等さまざまです。最近では豪州を含む海

銘柄に減りました。特に対日不動産投資については、
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上場から約 10 年間で円安トレンドになり、豪州ドルで

は今後の本投資法人の内部成長にさまざまな形で貢

資金調達して円の資産に投資する為替リスクが顕在

献していくでしょう。また、外部成長についても売却

化したことも減少の要因となりました。Jリートが時価

物件の情報が入ると早いタイミングで運用会社と共に

総額で Aリートを抜き世界第 2 位の規模に拡大し、

デューデリジェンスを行うことでコスト削減の可能性を

市場が成熟化した今 、豪州の投資家は対日投資す

追求する等、他のリートとの差別化を図っています。

る豪州リートに投資するより、シンプルに Jリートに直

一方 、ガリレオグループは海外の投資家やアセット

接投資する方が良いと考えるようになりました。このよ

マネジャーとのリレーションを構築していますので、ポー

うな状況の中、3 年前にガリレオグループと日本管財グ

トフォリオの売却情報の取得のみならず、ブリッジファ

ループはお互いが日本の不動産マーケットに引き続き

ンドへのエクイティ投資家の招聘やグローバルオファリ

コミットしていくことを確認しつつ、市場移転の検討を

ングへのサポートを行います。

開始し、
この度のＪリート上場に至ったものです。
―IPO の際 、投資家の反応はいかがでしたか。さ
―スポンサーのサポート体制を教えてください。
Aリートの運営時期と比較しますと、
日本管財グルー

らに今後投資家にアピールしていきたい点 、伝
えていきたい点などあればお聞かせください。

プのコミットメントが強くなりました。日本管財グループ

なぜ豪州リートから Jリートに参入するのか、という

はガリレオ・ジャパン・トラストに対してはサブ・アセットマ

質問が多かったです。この点は、10 年前との市場環

ネージャーの役割でしたが、Jリートでは資産運用会

境の変化について説明しました。また、スポンサーに

社に50% 出資してスポンサーとなり取締役も投入、さ

日本管財グループが入っていることにはより強い関心

らに投資法人にもガリレオと同じ割合でセイムボート出

を持ってもらえました。これまでビルメンテナンス会社

資を行っています。また、日本管財グループは Jリー

が直接リートのメインスポンサーになったことがないか

トからも40 棟ほど建物管理を受託しており、この実績

らだと考えます。一方で、外部成長の要望・期待に
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しっかり応えることが成長の大きなポイントになることを

と、テナントとの契約期間が長く安定したキャッシュフ

再認識しました。この点については投資口価格の回

ローを生み出す商業が、それぞれ30～ 60％、レジが

復までは、資本の有効活用として資産の入れ替え等

10～ 30％、ホテルなどその他が0～ 20％を目安とす

を行うことで分配金の増額を検討していきたいと考え

る運用ガイドラインがあります。エリア別では首都圏

ています。また、過去 10 年間ガリレオ・ジャパン・
トラス

50％、地方主要都市 40％程度 、その他 10％程度で

トの運用を通じて熟知している IPO ポートフォリオの

す。外部成長の目標は、
3～ 5年間で資産規模1,500

各物件を計画通り、更には NOI の上積みが図れるよ

億円に置いており、年間では250 億～ 300 億円程度

う注力してまいります。

のペースということになります。
引き続き取得環境は厳しいものがありますが、当リー

―他の総合型リートとの差別化戦略はいかがです

トがターゲットにしている B クラスオフィスの主要 5 区

か。

及び東京 23 区におけるストック割合は83％というデー

日本管財グループは全国でビル約1,700棟とマンショ

タが示すように、ファンドの出口案件や事業会社のオ

ン8 万 9,000 戸弱の建物管理を行っています。建物

フバランス案件等 、それなり物件情報のボリュームは

オーナーとのリレーションは幅広く、そこで集まる物件

あります。利回り目線は4％台半ばです。ただ、ポート

情報を掴んで取得に活かしていきます。また、ビルの

フォリオ全体の利回り目線を5％台に置いている当リー

専門家である日本管財グループは個々の物件におけ

トとしては、4％台半ばのオフィスだけ組み入れる PO

るアップサイドの可能性やコスト削減余地を計ることが

は成立せず、地方の商業施設やレジを組み合わせ

できます。そのため、取得の際に行うデューデリジェ

た取得ポートフォリオを構築することで、IPO 時の平

ンスについても、ただ AM 会社が行うものとでは見立

均 NOI 利回り5.5％あたりを作り出していくことを目標と

てに違いが出てきます。この見立てで差別化を図り、

しています。

取得を優位に進めていくことも強みの一つです。

商業施設は大型モールではなく、平日の昼や夕方

また、物件取得についてはスポンサーからの情報

も賑わうような生活密着型の商業施設に投資していき

提供に加えて、外部のサポート会社も増やし、現在 6

ます。都心も地方も対象にしますが、利回りの観点か

社のところを順次拡大していく予定です。全国規模

ら地方物件が中心になるでしょう。オフィスのように売

の日本管財のネットワークを通じて、地域ナンバーワン

却案件数そのものの母集団は大きくないため、
タイミン

のデベロッパーと組んでいくことが目標です。

グを捉えることが重要だと考えます。

不動産運用ビジネスと建物管理サービスという異な

レジは今後第三者によるパイプラインサポートを増や

る分野のスポンサー 2 社の組み合わせ自体が強みで

していくに当たって、サイズ面でも取り組みやすいア

あり、それぞれの事業領域が異なることで物件ソーシ

セットです。

ングの幅も拡がっている状況です。過去 10 年間のス

内部成長については賃料ギャップを可能な限り解

ポンサー 2社の信頼と連携は、私どもがさくら総合リー

消すべく動いています。期待できるのは都心のオフィ

ト投資法人の基本理念としている成長性と安定性の

スです。保有するオフィス7 棟のうち、6 棟が都心 5

追求の大きな支えとなっています。

区に立地していますが、実際この2年ぐらいで坪1,000
～ 2,000 円程度の増額改定が実現できています。レ

―今後の成長戦略について教えてください。
ポートフォリオ構築方針としてアセットタイプ別の投
資比率では、賃料のアップサイドが見込めるオフィス
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ジも少しずつではありますが、賃料アップの事例が出
てきています。

