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【表紙】 

 

【提出書類】 有価証券届出書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成17年６月15日 

【発行者名】 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 

【代表者の役職氏名】 執行役員  長井 光夫 

【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台一丁目７番２号 

神谷町サンケイビル９階 

【事務連絡者氏名】 ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社

取締役財務企画部長  上原 三成 

【電話番号】 03-4412-1040 

【届出の対象とした募集（売出） 

内国投資証券に係る投資法人の

名称】 

ジャパン・シングルレジデンス投資法人 

【届出の対象とした募集（売出）

内国投資証券の形態及び金額】 

形態：投資証券 

発行価額の総額：引受人の買取引受けによる一般募集 

16,775,000,000円

 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 

525,000,000円

 （注１）発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。ただ

し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行

い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うた

め、発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 

 （注２）売出価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。ただ

し、今回の売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案

し、本投資証券1,050口を上限として行われる予定のオーバーア

ロットメントによる売出しであり、売出価額の総額はその上限を

示したものです。 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 
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第一部【証券情報】 
 

第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】 
 

１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】 

(1）【投資法人の名称】 

ジャパン・シングルレジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。） 

（英文では、Japan Single-residence REIT Inc.と表示します。） 

 

(2）【内国投資証券の形態等】 

 本書により募集又は売出しされる有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26

年法律第198号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）に従って設立

された本投資法人の投資口を表示する投資証券（以下「本投資証券」といいます。）です。本

投資証券は、記名式かつ無額面であり、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないク

ローズド・エンド型です。 

 本投資証券について、格付は、取得していません。 
（注）投信法上、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員たる地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」といい

ます。「投資証券」は、投資法人の投資口を表示する有価証券であり、本投資証券を購入した投資家は、本投資法人の投資

主となります。 

 

(3）【発行数】 

33,550口 
（注１）一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集とは別に、日興シティグループ証券株式会社が、本投資法人の投資主である株

式会社ダーウィン、リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク及び株式会社クリードよりそれぞれ350

口（合計1,050口）を上限として借り入れる予定の本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の売出し（以下

「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。後記「２ 売出内国投資証券（オーバー

アロットメントによる売出し）」をご参照下さい。 

（注２）本投資法人は、上記33,550口の発行とは別に、平成17年６月15日（水）開催の役員会において、日興シティグループ証券

株式会社を割当先とする第三者割当による1,050口の投資口の追加発行（以下「本第三者割当」といいます。）を決議して

おり、日興シティグループ証券株式会社は、借入投資証券の返還を目的として、本投資法人より、上記の1,050口を上限と

して、本第三者割当による追加発行投資証券の割当を受ける選択権（以下「グリーンシューオプション」といいます。）

を、平成17年８月10日（水）を行使期限として、付与される予定です。本第三者割当は、平成17年７月６日（水）に一般

募集において決定される発行価額をもって行われます。 

（注３）また、日興シティグループ証券株式会社は、同じく借入投資証券の返還を目的として、平成17年７月13日（水）から平成

17年８月10日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、オーバーアロットメントによる売

出しに係る口数を上限に、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）において本投資証券の買付

け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。 

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引

を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了

させる場合があります。 

（注４）日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引に

より買付けた口数を減じた口数について、グリーンシューオプションを行使し、本第三者割当に応じる予定です。した

がって、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数が減少した場合若しくはオーバーアロットメントによる売出し

が中止された場合又はシンジケートカバー取引が行われた場合には、その口数に応じて、日興シティグループ証券株式会

社がグリーンシューオプションを行使し、本第三者割当に応じて申込みをする口数は減少し、その結果、失権により、本

第三者割当に基づき発行する口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 
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（注５）上記（注１）ないし（注４）記載の取引に関しては、必要に応じて、日興シティグループ証券株式会社がリーマン・ブラ

ザーズ証券会社東京支店と協議の上、これらを行います。 

 

(4）【発行価額の総額】 

16,775,000,000円 
（注）上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。後記「(14) その他 ① 引受け等の概要」をご

参照下さい。発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。 

 

(5）【発行価格】 

未定 
（注１）発行価格は、東京証券取引所の定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出しに関する規則」第４条に規定する

ブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に

係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。）により決定します。 

（注２）発行価格の決定に先立って、平成17年６月28日（火）に発行価格の仮条件を提示する予定です。当該仮条件は、本投資法

人の取得予定資産の内容その他本投資法人に係る情報を判断し、本投資証券の価格算定能力が高いと推定される機関投資

家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定する予定です。 

（注３）投資家は、本投資証券の買付けの申込みに先立ち、平成17年６月29日（水）から平成17年７月５日（火）までの間に後記

「(14) その他 ① 引受け等の概要」記載の引受人に対して、上記仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。

当該引受人は、本投資証券が市場において適正な評価を受けることを目的に、価格算定能力が高いと推定される機関投資

家等を中心に当該仮条件に基づく需要の申告の受付を行う予定です。なお、当該需要の申告は、変更又は撤回することが

可能です。 

（注４）発行価格及び発行価額（引受価額）は、上記仮条件による需要状況、上場（売買開始）日（後記「(14) その他 ② 申込

みの方法等 (ホ)」をご参照下さい。）までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成17年7月6日（水）（以下

「発行価格決定日」といいます。）に、決定する予定です。 

（注５）後記「(14) その他 ① 引受け等の概要」の冒頭に記載の通り、発行価格と発行価額とは異なります。発行価額の総額と

発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。 

（注６）本投資証券に対する金銭の分配の起算日は、平成17年２月16日（水）（本投資法人成立日）とします。 

 

(6）【申込手数料】 

申込手数料はありません。 

 

(7）【申込単位】 

１口以上１口単位 

 

(8）【申込期間】 

平成17年７月７日（木）から平成17年７月11日（月）まで 

 

(9）【申込証拠金】 

申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。 

 

(10）【申込取扱場所】 

引受人の本店並びに全国各支店及び営業所において、申込みの取扱いを行います。 

 

(11）【払込期日】 

平成17年７月12日（火） 
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(12）【払込取扱場所】 

みずほ信託銀行株式会社 本店 

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 
（注）上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 

 

(13）【手取金の使途】 

 一般募集における手取金（16,775,000,000円）は、グリーンシューオプションの行使による

本第三者割当による手取金（上限525,000,000円）と併せて、後記「第二部 ファンド情報 第

１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」に記載の本投資

法人が取得を予定している資産の取得資金等に充当します。 
（注）上記の手取金は、本書の日付現在における見込額です。 

 

(14）【その他】 

① 引受け等の概要 

 以下に記載する引受人は、発行価格決定日に決定される予定の発行価額（引受価額）にて本

投資証券の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引

受人は払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と発行価額の総額と

の差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いませ

ん。 

名称 住所 引受投資口数 

日興シティグループ証券株式会社 東京都港区赤坂五丁目２番20号 

リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店 東京都港区六本木六丁目10番１号 

三菱証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

髙木証券株式会社 大阪市北区梅田一丁目３番１－400号 

未定 

合計  33,550口 

（注１）引受投資口数及び引受けの条件は、発行価格決定日に決定する予定です。 

（注２）上記引受人は、引受人以外の証券会社に本投資証券の販売を委託することがあります。 

（注３）以下、日興シティグループ証券株式会社及びリーマン・ブラザーズ証券会社東京支店を併せて「共同主幹事会社」といい

ます。 

（注４）リーマン・ブラザーズ証券会社及びリーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク（ジャパン・シングル

レジデンス・アセットマネジメント株式会社の主要株主）は、いずれもアメリカ合衆国法人であるリーマン・ブラザー

ズ・ホールディングスの間接的100％子会社です。 

 

② 申込みの方法等 

(イ）申込みの方法は、前記「(8) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10) 申込取扱場

所」に記載の申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

 

(ロ）申込証拠金のうち発行価額（引受価額）相当額は、前記「(11) 払込期日」に記載の払込

期日に新投資口払込金に振替充当します。 

 

(ハ）申込証拠金には利息をつけません。 
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(ニ) 引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格又はそれ以上の価格

で需要の申告を行った投資家の中から、原則として需要申告への積極的参加の程度、証券

投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で、販売先及び販売投資口数を決定

する方針です。 

 また、需要の申告を行わなかった投資家に対しても、東京証券取引所の「不動産投資信

託証券に関する有価証券上場規程の特例」（以下「上場規程の特例」といいます。）に定

める投資主数基準の充足、上場後の本投資証券の流通性の確保等を勘案し、販売が行われ

ることがあります。 

 

(ホ) 本投資法人は、東京証券取引所に本投資証券の上場を申請していますが、上場が承認さ

れた場合、上場（売買開始）日は、払込期日（前記「(11) 払込期日」をご参照下さい。）

の翌営業日である平成17年7月13日（水）（以下「上場（売買開始）日」といいます。）と

なります。 

 

(ヘ）本投資証券の受渡期日は、上場（売買開始）日である平成17年７月13日（水）となりま

す。本投資証券は、株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」といいます。）の

業務規程第98条第１項で準用される同規程第42条第１項に従い、一括して保管振替機構に

預託されますので、本書の日付現在申請中である本投資証券の東京証券取引所への上場が

承認された場合、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本投資証券

の券面の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知した方には、上場（売買開始）日以降

に証券会社を通じて本投資証券の券面が交付されます。 

 

(ト）引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人が資産の運用に係る業務を

委託しているジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社（以下「資

産運用会社」といいます。）の株主である株式会社ダーウィン、リーマン・ブラザーズ・

インベストメンツ・ジャパン・インク及び株式会社クリード（以下、本投資法人の指定す

る販売先という文脈においては「指定先」と総称します。）に対し、一般募集の対象とな

る本投資証券のうちそれぞれ700口（合計2,100口）を販売する予定です。 

 

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】 

(1）【投資法人の名称】 

 前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (1) 投資法人の名

称」に同じ。 

 

(2）【内国投資証券の形態等】 

 前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (2) 内国投資証券の

形態等」に同じ。 

 

(3）【売出数】 

1,050口 
（注１）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に際し、その需要状況等を勘案の上、日興シティグループ証券株式会

社が行う売出しです。したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出口数の上限を示したもの

であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

（注２）オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資証券は、オーバーアロットメントによる売出しのために、日興

シティグループ証券株式会社が株式会社ダーウィン、リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク及び
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株式会社クリードからそれぞれ350口（合計1,050口）を上限として借り入れる予定です。ただし、かかる貸借は、前記

「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (14) その他 ② 申込みの方法等 (ト)」に記載する通

り、本投資証券が株式会社ダーウィン、リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク及び株式会社ク

リードへ販売されることを条件とします。 

 

(4）【売出価額の総額】 

525,000,000円 
（注）売出価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。 

 

(5）【売出価格】 

未定 
（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一

の価格とします。 

 

(6）【申込手数料】 

申込手数料はありません。 

 

(7）【申込単位】 

１口以上１口単位 

 

(8）【申込期間】 

平成17年７月７日（木）から平成17年７月11日（月）まで 

 

(9）【申込証拠金】 

申込証拠金は、売出価格と同一の金額です。 

 

(10）【申込取扱場所】 

日興シティグループ証券株式会社 本店 

 

(11）【受渡期日】 

平成17年７月13日（水） 

 

(12）【払込取扱場所】 

該当事項はありません。 

 

(13）【手取金の使途】 

該当事項はありません。 

 

(14）【その他】 

① 引受け等の概要 

該当事項はありません。 
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② 申込みの方法等 

(イ) 申込みの方法は、前記「(8) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10) 申込取扱場

所」に記載の申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

 

(ロ) 申込証拠金には利息をつけません。 

 

(ハ) 本投資証券は、保管振替機構に預託されますので、本書の日付現在申請中である本投資

証券の東京証券取引所への上場が承認された場合、上場（売買開始）日から売買を行うこ

とができます。なお、本投資証券の券面の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知した

方には、上場（売買開始）日以降に証券会社を通じて本投資証券の券面が交付されます。 

 

３【その他の事項】 

（前記１及び２の各「(14) その他」に記載されていない事項で記載すべき事項） 

(1) 本邦以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

 

(2) 売却・追加発行等の制限 

① 一般募集の行われる前から本投資法人の投資口を保有している投資主であり、かつ資産運用

会社の株主である株式会社ダーウィン、リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパ

ン・インク及び株式会社クリードは、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けに

よる一般募集） (14) その他 ② 申込みの方法等 (ト)」に記載の通り一般募集の対象と

なる本投資証券のうちそれぞれ700口（合計2,100口）を取得予定ですが、当該３社及び当該

３社と同様に一般募集の行われる前から本投資法人の投資口を保有している投資主である資

産運用会社は、一般募集に関連して、共同主幹事会社との間で、上場（売買開始）日から上

場日の６か月後の応答日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、そ

の保有する本投資証券の売却を行わない旨合意しています。 

② 一般募集に関連して、本投資法人は、共同主幹事会社との間で、上場（売買開始）日から上

場日の３か月後の応答日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、本

投資証券の追加発行（ただし、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一

般募集） (3) 発行数 (注2)」記載の追加発行を除きます。）を行わない旨合意していま

す。 

 

 上記①及び②のいずれの場合においても、共同主幹事会社は、制限期間中にその裁量で当該合意

内容の全部又は一部を解除する権限を有しています。 

 なお、上記①及び②における制限とは別に、本書の日付現在における投資主である株式会社ダー

ウィン、リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク及び株式会社クリード並び

に資産運用会社は、東京証券取引所の定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に

関する規則」その他の適用規則に従って本投資法人との間で継続所有に関する確約を行っており、

平成17年２月16日から１年間を経過する日までの間は、原則として本書の日付現在における所有投

資口の全部又は一部を第三者に譲渡しないこととなっております。 

 

第２【投資法人債券】 
 

該当事項はありません。 
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第二部【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 
 

１【投資法人の概況】 

(1）【主要な経営指標等の推移】 

 本投資法人の営業期間は、毎年２月１日から７月末日まで、及び８月１日から翌年１月末日

まで（以下、各営業期間の末日をそれぞれ「決算期」といいます。）の各６か月間ですが、第

１期営業期間は、本投資法人の設立の日である平成17年２月16日から平成18年１月末日までで

す（規約第35条）。したがって、本書の日付現在、第１期営業期間は終了しておらず、該当事

項はありません。 

 

(2）【投資法人の目的及び基本的性格】 

① 投資法人の目的及び基本的性格 

 本投資法人は、中長期にわたり安定収益の確保を図ることを目標として、主として後記「２ 

投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載する不動産等及び不動産対

応証券等の特定資産に投資して運用を行います。  

 

② 投資法人の特色 

 本投資法人は、投信法に基づき、本投資法人の資産を主として特定資産に対する投資として

運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められ

ないクローズド・エンド型の投資証券を発行します。本投資法人の資産運用は、投信法上の投

資信託委託業者である資産運用会社にすべて委託してこれを行います。 

 
（注) 投資法人に関する法的枠組みは、大要以下の通りです。 

投資法人は、投資信託委託業者などの一定の資格を有する設立企画人により設立されます。投資法人を設立するには、設立

企画人が規約を作成しなければなりません。規約とは、株式会社における定款に相当するものであり、投資法人の商号、発

行する投資口の総口数、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針等を規定する投資法人の根本規則です。投資法人は、

かかる規約に沿って運営されます。なお、規約は、投資法人の成立後には、投資主総会の特別決議により変更することがで

きます。 

投資法人は、投資口を発行して、投資家より出資を受けます。投資口を有する者を投資主といい、投資主は、投資主総会を

通じて、一定の重要事項につき投資法人の意思決定に参画できる他、投資法人に対して一定の権利を行使することができま

すが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。 

投資法人の業務の執行は、執行役員により行われます。執行役員は、投資法人を代表します。また、執行役員の職務の執行

を監督する機関として、監督役員が存在します。執行役員と監督役員は、役員会を構成し、かかる役員会は、執行役員の一

定の重要な職務の執行に対する承認、計算書類等（金銭の分配に係る計算書を含みます。）の承認など、投資法人の一定の

業務の執行に係る重要な意思決定を行います。更に、投資法人には、会計監査を行う者として、会計監査人が存在します。

これらの執行役員、監督役員及び会計監査人はいずれも投資主総会において選任されます（ただし、設立の際には投資口申

込証に記載された者が選任されたものとみなされます。）。投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人につ

いては、後記「(4) 投資法人の機構 ① 投資法人の機構」をご参照下さい。 

投資法人は、規約に定める額を限度として、借入れを行うことができるほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしない

旨を規約に定めた投資法人の場合には、規約に定める額を限度として、投資法人債を募集することもできます。 

投資法人は、投資口及び投資法人債の発行による手取金並びに借入金を、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、運

用します。なお、投資法人がこのような資産の運用を行うためには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります（以下、

この登録を受けた投資法人を「登録投資法人」といいます。）。本投資法人の資産運用の対象及び方針については、後記

「２ 投資方針 (1) 投資方針 及び (2) 投資対象」をご参照下さい。 
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投資法人は、投資主に対して、規約で定めた金銭の分配の方針に従って、金銭の分配を行います。本投資法人の投資主に対

する分配方針については、後記「２ 投資方針 (3) 分配方針」をご参照下さい。 

登録投資法人は、内閣総理大臣の認可を受け投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者（資産運用会社）にその資産の運

用に係る業務の委託をしなければなりません。また、登録投資法人は、信託銀行等の一定の資格を有する資産保管会社にそ

の資産の保管に係る業務を委託しなければなりません。更に、投資法人は、一般事務受託者に投資口及び投資法人債の募集

に関する事務、名義書換に関する事務その他の事務を委託しなければなりません。本投資法人の資産運用会社、資産保管会

社及び一般事務受託者については、後記「(3) 投資法人の仕組み」をご参照下さい。 

 

(3）【投資法人の仕組み】 

① 本投資法人の仕組図 

 

 

 

 

ジャパン・シングルレジデンス・

アセットマネジメント 

株式会社 

日興シティグループ証券株式会社
 

リーマン・ブラザーズ証券会社
東京支店 

 
三菱証券株式会社 

 
大和証券エスエムビーシー 

株式会社 
 

髙木証券株式会社 

中央青山監査法人 
みずほ信託銀行株式会社 

中央三井信託銀行株式会社 

資産保管会社 

役員会運営に関する 

事務受託者 

会計監査人 

 

名義書換事務受託者 
引受人 

 

 
 
 
 

ジャパン・シングルレジデンス

投資法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資主総会 

役員会 

執行役員： 長 井 光 夫 

監督役員： 服 部 明 人 

監督役員： 井 出 保 夫

本投資法人 

資産運用会社 
 

 
 

 

日興シティグループ証券株式会社

売出人 
（オーバーアロットメント 

による売出し） 

 

 
 

株式会社ダーウィン 
 

リーマン・ブラザーズ・ 
インベストメンツ・ジャパン・インク 

 
株式会社クリード 

(ホ)

(イ)(ヘ) 

(ハ) 

(ロ) 

税理士法人平成会計社 

会計事務等に関する 

業務受託者 (ニ) 

スポンサー会社 

 

 

(イ) 資産運用委託契約 

(ロ) 資産保管業務・役員会運営事務委託契約 

(ハ) 名義書換事務委託契約 

(ニ) 会計事務等に関する業務委託契約 

(ホ) 新投資口引受契約 

(ヘ) 基本協定書（注） 

 
（注）基本協定書は、各スポンサー会社と本投資法人及び資産運用会社の間で、それぞれ締結されています。 
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② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要 

運営上の役割 名  称 関係業務の概要 

投資法人 ジャパン・シングルレジデ

ンス投資法人 

 規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等

を、主として不動産等及び不動産対応証券等に投

資することにより運用を行います。 

資産運用会社 ジャパン・シングルレジデ

ンス・アセットマネジメン

ト株式会社 

 本投資法人との間で平成17年２月16日付の資産

運用委託契約（変更済）を締結しています。 

 投信法上の投資信託委託業者として、同契約に

基づき、本投資法人の規約並びに同規約に定める

資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係

る業務を行います。 

 資産運用会社に委託された業務の内容は、① 

本投資法人の資産の運用に係る業務、② 本投資

法人の資金調達に係る業務、③ 本投資法人への

報告業務及び ④ その他本投資法人が随時委託す

る前記①から③に関連し又は付随する業務です。

資産保管会社役員会

運営に関する事務受

託者 

みずほ信託銀行株式会社  本投資法人との間で平成17年２月16日付の資産

保管業務・役員会運営事務委託契約を締結しまし

た。 

 投信法上の資産保管会社（投信法第208条第１

項）として、同契約に基づき、本投資法人の保有

する資産の保管に係る業務を行います。 

 また、投信法上の一般事務受託者（投信法第

111条第４号）として、同契約に基づき、本投資

法人の役員会の運営に関する事務を行います。 

名義書換事務受託者 中央三井信託銀行株式会社  本投資法人との間で平成17年２月16日付の名義

書換事務委託契約を締結しました。 

 投信法上の一般事務受託者（投信法第111条第

２号、第３号、第４号及び第６号。ただし、投資

法人債に関する事務を除きます。）として、名義

書換事務委託契約に基づき①投資口の名義書換に

関する事務、②投資証券の発行に関する事務、③

投資主総会の運営に関する事務、及び④投資主に

対する分配金の支払に関する事務等を行います。

会計事務等に関する

業務受託者 

税理士法人平成会計社  本投資法人との間で平成17年２月16日付の会計

事務等に関する業務委託契約を締結しました。 

 投信法上の一般事務受託者（投信法第111条第

５号及び第６号、同法施行規則第124条第２項第

６号及び第７号）として、①計算に関する事務、

②会計帳簿の作成に関する事務、及び③納税に関

する事務等を行います。 
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運営上の役割 名  称 関係業務の概要 

引受人 日興シティグループ証券株

式会社 

リーマン・ブラザーズ証券

会社東京支店 

三菱証券株式会社 

大和証券エスエムビーシー

株式会社 

髙木証券株式会社 

 発行価格決定日付で本投資法人及び資産運用会

社との間で、新投資口引受契約を締結します。投

信法上の一般事務受託者（投信法第111条第１

号）として、本投資証券の買取引受けを行いま

す。 

 

③ 上記以外の本投資法人の主な関係者 

役割 名称 業務の概要 

スポンサー会社 株式会社ダーウィン 

リーマン・ブラザーズ・

インベストメンツ・ 

ジャパン・インク 

株式会社クリード 

 平成17年６月３日付で株式会社ダーウィン、リー

マン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・

インク及び株式会社クリードのそれぞれと本投資法

人及び資産運用会社との間で「基本協定書」を締結

しました。（以下、かかる役割において、株式会社

ダーウィン、リーマン・ブラザーズ・インベストメ

ンツ・ジャパン・インク及び株式会社クリード各社

をそれぞれ又は総称して「スポンサー会社」といい

ます。） 

 基本協定書の概要は、後記「２ 投資方針 (1) 

投資方針 ① 投資方針 (ハ)スポンサー会社との

協働体制」をご参照下さい。 

 

(4）【投資法人の機構】 

① 投資法人の機構 

 本投資法人の執行役員は、１名以上、監督役員は２名以上（ただし、執行役員の員数に１を

加えた数以上とします。）とされています（規約第17条）。 

 本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行

役員１名、監督役員２名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会により構成されて

います。 

(イ) 投資主総会 

 投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成

される投資主総会にて決定されます。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めが

ある場合の他、出席した投資主の議決権の過半数をもって決します（規約第11条）が、規

約の変更（投信法第140条）等一定の重要事項については、発行済投資口の総数の過半数に

当たる投資口を有する投資主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって

する決議（特別決議）を経なければなりません。ただし、投資主が投資主総会に出席せず、

かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案（複数

の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなされます（投信法第93条第

１項、規約第14条第１項）。 
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(11) ／ 2005/06/14 17:14 (2005/06/14 17:14) ／ 000000_e5_040_2k_05241157_ファンド情報_os2不動産投信_JSA_届出書.doc 

11

 本投資法人の資産運用の対象及び方針は、本投資法人の規約に定められています（規約

第６章「資産運用の対象及び方針」）。かかる規約中に定められた資産運用の方針及び基

準を変更する場合には、上記の通り投資主総会の特別決議による規約の変更が必要となり

ます。 

 本投資法人の投資主総会は、その開催場所を東京都各区内として、２年に１回以上開催

されます（規約第９条第１項）。 

 また、本投資法人は、資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の

資産の運用に係る業務を委託しています。資産運用会社が資産運用委託契約を解約するた

めには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則

として投資主総会の承認を得ることが必要となります（投信法第34条の９）。また、本投

資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です

（投信法第206条第１項）。 

 

(ロ) 執行役員、監督役員及び役員会 

 執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人

の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています（投信法第97条

第１項、第99条第１項、商法（明治32年法律第48号。その後の改正を含みます。）（以下

「商法」といいます。）第78条）。ただし、資産運用会社からの資産運用委託契約の解約

への同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産

保管委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認

を得なければなりません（投信法第97条第２項）。監督役員には、執行役員の職務の執行

を監督する権限及び義務があります（投信法第103条第１項）。また、役員会は、一定の職

務執行に関する上記の承認権限を有する（投信法第97条第２項）ほか、投信法及び規約に

定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有し、また義務を負っています

（投信法第107条第１項）。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、その

構成員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決をもって行われます（投信法第108条第

１項、商法第260条の２第１項、規約第22条）。 

 投信法の規定（投信法第108条第１項、商法第260条の２第２項及び第３項）及び本投資

法人の役員会規則において、決議について特別の利害関係を有する執行役員及び監督役員

は決議に参加することができないこと並びにその場合には当該執行役員及び監督役員の数

は役員会の構成員の数並びに出席した執行役員及び監督役員の数に算入しないことが定め

られています。 

 

(ハ) 会計監査人 

 本投資法人は、中央青山監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投

資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為又は

法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への

報告その他法令で定める職務を行います（投信法第118条第１項等）。 
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② 投資法人の運用体制 

 前記の通り、本投資法人の資産運用は、資産運用会社に委託して行います。 

 なお、本投資法人の規約上、本投資法人の資産運用は、資産運用会社に委託するものとされ

ており、これを変更するためには、規約の変更の手続が必要です。 

 資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略は、以下の通りです。 

 

資産運用会社組織図 

 

 株主総会 

取締役会 

コンプライアンス・ 
オフィサー 

監査役 

投資運用部 財務企画部 経営企画部 

投資委員会 

代表取締役 

コンプライアンス委員会

 

 

 資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。資

産運用会社の各種業務は、投資運用部、財務企画部、経営企画部及びコンプライアンス・オ

フィサーの各部署に分掌されます。 

 また、資産運用会社は、資産の運用に関する審議を行う機関として投資委員会を、コンプラ

イアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置しています。 

 



－  － 
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(イ）資産運用会社の各組織の業務の概要 

各組織の主な業務は以下の通りです。 

部署名 分掌業務 

投資運用部 本投資法人の資産運用に関する以下の業務 

・運用ガイドライン（運用方針）案及び改定案の作成 

・運用資産の取得及び売却 

・運用資産の賃貸及び管理 

・運用資産の運用状況の調査及び評価 

・運用実績の取りまとめ及び情報開示 

・投資対象物件の調査及び評価 

・不動産市場の調査及び分析 

財務企画部 本投資法人の資産運用に必要な資金調達及び資金運用に関する以下の業務 

・運用ガイドライン（財務方針）案及び改定案の作成 

・資金の調達 

・余資の運用 

・ＩＲ方針の作成及び改定 

・ＩＲの実施 

・会計及び税務に関する業務 

経営企画部 資産運用会社全体の経営に関する以下の業務 

・システム及びオペレーションに関する業務 

・監督官庁及び業界団体との渉外窓口業務 

・人事、総務、経理及び法務に関する業務 

・コンプライアンスに関する事務局としての業務 

・リスク管理に関する事務局としての業務 

・内部監査に関する事務局としての業務 

・苦情処理の窓口業務 

コンプライアンス・

オフィサー 

・法令遵守規程及びコンプライアンス・マニュアルの作成及び改定の立案 

・コンプライアンス・プログラム案の作成とプログラムの進捗管理 

・法令遵守に関する教育及び啓蒙に関する計画の策定及び実行 

・法令遵守に関する判断 

・法令遵守状況に関する情報の収集及び対応策の検討並びに関係者への報告 

・法令遵守に関する問題がある場合の関係者への改善指示 

・法令遵守違反等発生時の調査及び事後対策の検討並びに関係者への指示 

・関係当局及び外部専門家（弁護士、外部監査人等）への対応 

・内部監査計画の作成、内部監査の実施、結果報告及び指摘事項等への対処状

況の追跡調査、確認 

・資産運用委託契約により資産運用会社が受託する資産運用業務におけるリス

ク管理に関連する全事項の取締役会への報告及び協議の要請 

・リスク管理について取締役会にて協議された事項の追跡調査、その実施状況

の取締役会への定期報告 
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(ロ）委員会 

本書日付現在、資産運用会社に設定されている委員会及びその概要は以下の通りです。 

ａ 投資委員会 

委員 代表取締役（委員長）、各部長、コンプライアンス・オフィサー及び必要に応

じて招聘される社外の専門家 

業務内容 以下の事項に関する資産運用の観点からの審査及び決議 

・運用ガイドラインの作成及び改定 

・運用資産の取得及び売却 

・重要な関係人(注１)の選定及び改定 

・その他意思決定及び業務運営に関する事項(注２) 

審議方法等 全員出席のもと全会一致で決議を行います。ただし、コンプライアンス・オ

フィサーと社外の専門家は、議決権を有しません。 

（注１）プロパティ・マネジメント会社、資産保管会社、一般事務受託者及び名義書換事務代行者をいいます。 

（注２）具体的な投資基準、デュー・デリジェンスの基準、管理・運営方針、付保方針及び売却方針の策定を含みますが、これらに限定されま

せん。 

 

ｂ コンプライアンス委員会 

委員 コンプライアンス・オフィサー（委員長）、代表取締役社長、常勤取締役、各

部長、監査役及び過去に資産運用会社又は資産運用会社の株主の取締役、監査

役又は従業員であったことのないコンプライアンス関係に造詣の深い専門家

（弁護士又は会計士等） 

業務内容 以下の事項に関するコンプライアンスの観点から審議及び決議 

・運用ガイドラインの作成及び改定 

・運用資産の取得及び売却 

・重要な関係人(注１)の選定及び改定 

・利害関係者との取引 

・その他意思決定及び業務運営に関する事項(注２) 

審議方法等 全員出席のもと全会一致で決議を行います。 

（注１）プロパティ・マネジメント会社、資産保管会社、一般事務受託者及び名義書換事務代行者をいいます。 

（注２）具体的な投資基準、デュー・デリジェンスの基準、管理・運営方針、付保方針及び売却方針の策定を含みますが、これらに限定されま

せん。 
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③ 投資運用の意思決定機構 

＜資産運用に関する重要な意思決定プロセス＞ 

 

  
コ
ン
プ
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ス 

委
員
会 

審査結果通知 

投
資
運
用
部
に
て
起
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投
資
委
員
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投
資
運
用
部 

コ
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プ
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オ
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ー 

取
締
役
会 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・ 

オ
フ
ィ
サ
ー 

利害関係者との取引
については投資法人
役員会の事前承認 

経営企画部にて取り

まとめの上説明 

 

 

(イ）本投資法人の資産の運用に係る運用ガイドラインの決定を行う社内組織に関する事項 

 資産の運用に係る運用ガイドラインの決定（改定も含みます。）は、以下の各手続を順

に経て行われます。 

ａ．投資運用部にて運用ガイドライン案（改定案を含みます。以下同じです。）を作成し、

財務企画部は資金調達及び余資の運用の観点から、経営企画部はコンプライアンスの観点

から、投資運用部との協議に参加し、経営企画部がこれを取りまとめます。 

ｂ. 経営企画部は、協議内容をコンプライアンス・オフィサーに説明します。 

ｃ．コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会への付議の適否を判断の上、

適切と判断した場合には付議します。 

 なお、コンプライアンス・オフィサーは、運用ガイドライン案をコンプライアンス委員

会に付議することが適切でないと判断した場合、その理由を付して運用ガイドライン案を

投資運用部に差し戻すものとし、投資運用部は、これを再検討します。 

ｄ．コンプライアンス委員会の承認を得た場合、投資運用部は、運用ガイドライン案にコン

プライアンス委員会の審査結果及び意見を反映させ、コンプライアンス委員会からの結果

通知とともに運用ガイドライン案を投資委員会に付議します。 

 なお、コンプライアンス委員会は、審議の結果、運用ガイドライン案の投資委員会への

付議を認めない場合、投資運用部に差し戻すものとします。 

ｅ．投資委員会の承認を得た場合、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委

員会での承認内容と投資委員会の承認内容の整合性を含めコンプライアンスの観点から再

度検討し、その上で問題がないものと判断した場合は、運用ガイドライン案を取締役会に

付議します。 

 なお、投資委員会で承認されなかった場合、及びコンプライアンス・オフィサーが、検

討の結果、取締役会への付議を不適当と判断した場合、運用ガイドライン案は、投資運用

部に差し戻されます。 

ｆ．取締役会の承認を得て決定します。 

 

(ロ) 本投資法人の資産の運用を行う部門における運用体制 

■ 資産運用管理計画に関する事項 

 資産運用会社は、運用ガイドラインに従って、中期資産運用管理計画書及び年度資産運

用管理計画書を作成し、運用資産の運用・管理に係わる基本方針を定めます。審議及び決
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定のプロセスは上記（イ）と同様です。 

 年度資産運用管理計画書は各営業期間毎に一度、中期資産運用管理計画書は一年に一度、

見直しを行うこととしますが、各資産運用管理計画書期間中に変更すべき事由が生じた場

合、取締役会は、投資運用部に対し変更計画書の作成を指示し、以後は各資産運用管理計

画書の策定と同様の手続で決議されます。 

 投資運用部は、取締役会で決定された計画書に従って、資産の管理及び運用を行います。 

■ 運用資産の取得及び売却に関する事項 

 資産の取得に関しては、各物件について投資運用部において定められた手続に従い

デュー・デリジェンスを行い、投資適格物件を選定の上、上記（イ）記載のプロセスで審

議し、決定されます。 

 資産の売却に関しても、上記（イ）記載のプロセスで審議し、決定されます。 

 

 なお、利害関係者と取引を行う場合には、コンプライアンス・オフィサーは、取締役会への

付議の前に予め本投資法人の役員会の承認を得なければならないものとされています。利害関

係者とは、投信法上定義されている利害関係人等のほか、資産運用会社の総株式の議決権の

10％以上を保有する株主（以下「利害関係株主」といいます。）、その関係会社及びその役員

等をいいます。詳細は、後記「７ 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 本

投資法人の自主ルール（利益相反対策ルール）」をご参照下さい。 

 

(5）【投資法人の出資総額】 

  （本書の日付現在）

 出資総額 100,000,000円 

 投資口総数 2,000,000口 

 発行済投資口総数 200口 

 

最近５年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。 

 年月日 
出資総額 
（円） 

発行済投資口総数 
（口） 

 平成17年２月16日(注) 100,000,000 200 

（注) 本投資法人は、平成17年２月16日に設立されました。 

 



－  － 

 

(17) ／ 2005/06/14 17:14 (2005/06/14 17:14) ／ 000000_e5_040_2k_05241157_ファンド情報_os2不動産投信_JSA_届出書.doc 

17

(6）【主要な投資主の状況】 

  （本書の日付現在）

名称 住所 
所有 

投資口数
（口） 

比率 
（％） 
（注１） 

株式会社ダーウィン(注２) 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 60 30.0 

リーマン・ブラザーズ・インベ
ストメンツ・ジャパン・インク 

アメリカ合衆国、デラウェア州、ニュー
キャッスル郡、ウィルミントン、セン
タービルロード2711、スイート400 

60 30.0 

株式会社クリード 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 60 30.0 

ジャパン・シングルレジデン
ス・アセットマネジメント株式
会社 

東京都港区麻布台一丁目７番２号神谷町
サンケイビル９階 

20 10.0 

合計 200 100.0 

（注１）比率とは、発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の比率をいいます。 

（注２）株式会社ダーウィンの旧商号は、株式会社マルコー（昭和61年８月店頭売買銘柄登録、平成３年８月店頭売買銘柄登録廃止、平成13年

９月会社更生手続終結）であり、本書の日付現在、株式会社インボイスが96.8％出資する同社の子会社です。 
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２【投資方針】 

(1）【投資方針】 

① 投資方針 

 本投資法人の投資方針は、規約第29条及び資産運用会社の定めた運用ガイドラインにより以

下の通りとされています。 

(イ）ポートフォリオ戦略 

ａ．基本方針 

 本投資法人は、主たる用途が単身者用である居住施設（以下「シングルマンション」と

いいます。）を、主要な投資対象として投資を行い、安定的な収益の確保と中長期にわた

る運用資産の成長を目指し、投資主価値の増大を図ります。本投資法人は、主として東京

圏、関西圏、中京圏及びその他の政令指定都市に所在するシングルマンションに投資しま

す（投資地域については、後記「(ロ) 投資目的 ａ. 安定性 ⅱ. 東京圏・地方圏バラ

ンス型ポートフォリオ」をご参照下さい。）。 

 我が国の単独世帯数の増加（後記「ｂ. 背景」をご参照下さい。）を背景に、賃貸用シ

ングルマンションの需要が増大しています。中でも、勤務先の独身者用社宅や寮等の廃止

が近年加速していることと相俟って、単身者の居住空間に対するニーズ、即ち、立地、広

さ、設備、管理、サービス等の観点から、質の高い運営管理が行われておりかつ設備等が

充実した賃貸用シングルマンションの需要が高まっています。シングルマンションの提供

に際しては、単身者のライフスタイルの多様化とそれに伴うニーズの多様化を的確に捉え

対応することが求められています。 

 ところが、我が国の不動産マーケットでは、一棟全体を資産として保有し、資産価値を

維持しつつ運営管理する方法より、個々に分譲する方法が数多く採用されており、一棟の

建物に多数の区分所有者が存在するケースが多く見られます。このような分譲による場合

には、中長期的視野に立った建物全体の維持管理や資産価値向上を目的とした修繕等の意

思決定を行う管理組合が機能しにくい等の傾向があります。その結果として、単身者層の

多様化するニーズに応えるテナント満足度の高い賃貸用シングルマンションの供給は、必

ずしも十分ではありませんでした。 

 そこで、本投資法人は、スポンサー会社の1社である株式会社ダーウィン（以下「ダー

ウィン」といいます。）のシングルマンションについての豊富な開発実績や、蓄積された

運営管理のノウハウを最大限に活用し、中長期的な視野に立ってシングルマンションの取

得、保有及び運営管理を行うこととし、高いテナント満足度を獲得し、安定した収益の確

保を目指します。また、本投資法人は、シングルマンションの保有者として、その保有す

るシングルマンション一棟について、プロパティ・マネジメント会社（以下「ＰＭ会社」

といいます。）選定基準に従って選別するＰＭ会社を通じて、テナント選定、テナント対

応、日々の建物管理、中長期にわたる計画的な修繕等の実施を一括して行い、また周辺相

場や物件の特性を勘案した適切な賃料設定を行い、シングルマンションの良質なストック

の保有者として、その成長を図っていきます。 

 本投資法人は、居住空間を日・週・月単位で利用したいというニーズを満たすべく、

サービスアパートメント（建物の主たる用途が単身者向けの家具付居住施設であって週・

月単位で利用できるものをいいます。以下同じです。）及び宿泊特化型ホテル（ホテル部

分の売上のうち、宿泊売上が70％以上を占めるホテルをいいます。以下同じです。）（本

書では以下、シングルマンション、サービスアパートメント及び宿泊特化型ホテルを、シ

ングルレジデンスと総称することがあります。）にも分散投資することにより、収益の安

定性と成長性の補完を図ります。 
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ｂ．背景 

 平成12年総務省国勢調査から明らかなように、我が国における総世帯数に占める単独世

帯数は、東京都特別区部及び福岡市で40％を上回っており、平成12年当時のその他の政令

指定都市においても、25％を超えており、全国的に単独世帯数は増加を続けています。 

 

総世帯数に占める単独世帯数の比率
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出所：総務省統計局「国勢調査結果の時系列データ」 

（注１）上記各グラフは、「国勢調査結果の時系列データ」のうち、「第15表 世帯の家族類型（16区分）別一般世帯数、世

帯人員及び親族人員－全国、都道府県、13大都市（平成2年～12年）」から、平成２年、平成７年、平成12年の13大

都市の世帯数の「総数」、「単独世帯」数、及びそれらをもとに計算した「総世帯数」に占める「単独世帯」数の比

率及び「単独世帯」数の推移を示したものです。「総世帯数」とは、国勢調査における「一般世帯」の総数を意味し

ます。国勢調査における「一般世帯」の定義は以下のとおりです。1) 住居と生計を共にしている人の集まり又は一

戸を構えて住んでいる単身者（ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関

係なく雇主の世帯に含めています。）、2) 上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又

は下宿屋などに下宿している単身者、及び3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している

単身者。 

「単独世帯」とは、国勢調査で用いられる一般世帯の家族類型の一種で、「世帯人員が一人の世帯」をいいます。こ

の他の家族類型として、「親族世帯（二人以上の世帯員から成る世帯のうち，世帯主と親族関係にある世帯員のいる

世帯）」、及び「非親族世帯（二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯）」、

の二種類があり、更に親族世帯については、その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員と

の関係によって、より細かく区分されています。グラフの総世帯数とは、13大都市において、上記「親族世帯」、

「非親族世帯」、「単独世帯」を合計した世帯数です。 

なお、平成２年、７年、12年の国勢調査における13大都市のうち、特別区部を除いた12の都市は、平成12年時点の政

令指定都市と同一です。「政令指定都市」とは、地方自治法第252条の19第１項に規定する「政令で指定する人口五

十万以上の市」と規定されている都市のことをいい、本書の日付現在、平成17年４月１日に指定された静岡市を含む

14市（札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島

市、北九州市及び福岡市）が指定されています。 

（注２）「特別区」とは、地方自治法第281条第１項に規定する「都の区」を指し、現在、東京都に23存在します。 

 

 また、国立社会保障・人口問題研究所による日本の世帯数の将来推計（平成15年10月推

計）によれば、我が国の総世帯数は、平成27年を境に減少に転じると予想されていますが、

単独世帯数については、一貫して増加を続け、平成37年には総世帯数に占める単独世帯数

の割合が34.6％に達することが予想されています。 
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出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）2003（平成15）年10月推計」 

（注）上記グラフは、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）2003（平成15）年10月推計」の
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結果表１：「世帯の家族類型別一般世帯数、平均世帯人員」より、「一般世帯数」の「総数」、「単独世帯」、及び

「総数」に占める「単独世帯」の「割合」を示したものです。 

推計方法の主要な部分は、同研究所「日本の将来推計人口：平成14年１月推計」の中位推計における男女別、５歳階級

別人口に、推計された配偶関係と世帯内地位の組合せ別分布を乗じて、男女別、５歳階級別、配偶関係と世帯内地位の

組合せ別人口を求めたものです。世帯内地位には「単独世帯」をはじめ５種類のマーカ（推計モデルの対象となる世帯

の準拠成員）があり、その大部分は国勢調査の世帯区分と一致します。本推計の出発点となる基準人口は，平成12年国

勢調査に調整を加えて得られたもので、その数値をもとに、過去の調査データ等より求めた推移確率と一定の仮定に基

づいて将来推計を行っています。 

したがって、本推計の前提となっている推移確率や仮定が変化した場合は、現実の単独世帯数の推移は上記グラフと異

なる場合があります。 

 

ｃ．スポンサーによるサポート 

 本投資法人は、シングルマンションへの需要を狙い、ダーウィンのシングルマンション

を主な対象とした全国的な運営管理能力を活用して、安定収益の確保と投資主利益の最大

化を追求します。 

 また、本投資法人は、シングルマンションの開発実績を有するダーウィンのサポートを

得て、シングルマンションの取得機会を獲得します。 

 更に、本投資法人は、ダーウィンと共に資産運用会社のスポンサー会社である、リーマ

ン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク及び株式会社クリード（以下「ク

リード」といいます。）からも、投資対象となり得るシングルレジデンスの情報の提供を

受けます（後記「(ハ) スポンサー会社との協働体制」をご参照下さい。）。 

 

(ロ）投資目的 

ａ．安定性 

ⅰ．シングルレジデンス特化型ポートフォリオ 

 本投資法人は、運用資産総額（取得価格ベース）の70％以上をシングルマンションに

投資します。また、本投資法人は、用途分散により収益を安定化するため、サービスア

パートメント及び宿泊特化型ホテルにも投資することがありますが、その投資に際して

は、運営会社への一括賃貸を原則とします。 

 シングルマンション、サービスアパートメント及び宿泊特化型ホテルの投資比率（取

得価格ベース）は以下の通りとします。 

 タイプ 比率 

 シングルマンション 70％～100％ 

 サービスアパートメント／宿泊特化型ホテル 0％～30％ 

ⅱ．東京圏・地方圏バランス型ポートフォリオ 

 本投資法人は、主として、単独世帯数が他地域に比して多く、増加傾向が続いている

東京圏（具体的な地域については下表をご参照下さい。）において投資を行います。更

に、地方圏（東京圏以外の地域で投資基準に該当する下表記載の地域）においても、単

独世帯数の増加が今後も続くと予想され、また、ビジネス及び観光による宿泊特化型ホ

テルの宿泊需要も安定して存在していると考えられることから、地域分散を図ったポー

トフォリオを構築するため、投資を行います。各地域への投資比率（取得価格ベース）

については、原則として以下の通りとします。 
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 地域 比率 

 東京圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県） 50％～70％ 

 
地 
方 
圏 

関西圏（大阪府・兵庫県・京都府）、中京
圏（愛知県）、その他の政令指定都市及び
地方主要都市 

30％～50％ 

（注）地方主要都市は、宿泊特化型ホテルのみを投資対象とします。 

 

ｂ．成長性 

ⅰ．外部成長 

 本投資法人は、資産運用会社及びスポンサー会社の有する広範な不動産の開発や売却

に関する情報源及び物件探索ノウハウを最大限に活用し、外部成長を図ります。 

(ⅰ）スポンサー会社による情報提供及び物件取得 

 本投資法人及び資産運用会社は、各スポンサー会社と基本協定書を締結しており、

シングルレジデンスに関する情報の提供を受けます。特に、シングルレジデンスに

ついて多くの開発実績を有するダーウィンが保有する物件（開発案件を含みま

す。）については、本投資法人が購入に関する優先交渉権を保有しています（後記

「(ハ) スポンサー会社との協働体制」をご参照下さい。）。 

(ⅱ）開発業者等との協力関係の構築 

 資産運用会社は、スポンサー会社以外の開発業者等との継続的協力関係を構築し、

クオリティーの高い新規開発物件を取得することで、投資資産における平均築年数

及び賃貸市場での競争力を維持することを目指します。 

(ⅲ）シングルレジデンス保有会社としてのブランド構築 

 本投資法人は、単身者のニーズに対応する居住空間を実現する設備・仕様等を備

えた物件を取得することにより、ハード面における差別化を図ります。また、本投

資法人は、ＰＭ会社の厳格な選別に基づき良質なＰＭ業務等を導入することにより、

ソフト面でも差別化を図ることで、シングルレジデンスの分野におけるブランド構

築を通してプレゼンスを高め、もって投資資産取得機会の拡大を図ることを目指し

ます。 

ⅱ．内部成長 

 シングルレジデンスの運営管理においては、膨大な賃貸戸数の効率的賃貸及び会計管

理と、高いテナント満足度による稼働率及び賃料水準の維持・向上を両立させることが

不可欠です。本投資法人は、以下のダーウィンのシングルレジデンス運営管理ノウハウ

を生かすことでこれを実現することを目指します。 

(ⅰ）物件の競争力及び地域の単身者向け賃貸マーケットの特性に合った賃料設定及び

テナント募集活動を実施します。 

(ⅱ）テナントからのクレーム・要望などをデータベースとして蓄積することで迅速な

対応を実現するとともに、情報を共有し日々のＰＭ業務に反映します。 

(ⅲ）建物のリニューアル及び修繕工事については、シングルレジデンスに共通する設

備等の工事を複数の物件について一括で発注することにより、コストマネジメント

を行います。 

 本投資法人は、効率的な物件管理・運営を実現するため、幅広いネットワークを有す

るＰＭ会社にＰＭ業務を発注することを原則とします（後記「② 投資態度 (ニ) 管

理・運営方針」をご参照下さい。）。 
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ⅲ．保有期間及び開発中の不動産の取得 

(ⅰ）保有期間 

 本投資法人は、原則として長期（５年以上をいいます。）の保有を前提として投

資資産を取得します。ただし、投資資産の構成のバランスを改善する目的で、中短

期（１年以上５年未満）での資産売却を行う場合があります。 

(ⅱ）開発案件への投資 

 本投資法人は、土地を取得して建物を建設することを行いません。ただし、以下

の点をすべて満たしている場合には竣工前の物件について売買契約を締結すること

があります。 

・ 当該案件が本投資法人の投資基準に適合しており、また収支・地域分散等の点

において投資方針に合致すると判断されること。 

・ 開発リスクが開発業者の負担となっており、完工・引渡しリスクを回避できる

内容の売買契約が締結できること。 

・ 竣工後速やかにテナントが確保できる見込みがあること。 

ｃ．ダーウィンのノウハウの活用 

 資産運用会社は、ダーウィン並びにその100％子会社である、株式会社マイム（以下

「マイム」といいます。）及び株式会社エムジー（以下「エムジー」といいます。以下、

これら３社を総称して「ダーウィングループ」といいます。）のシングルレジデンス分野

における開発及び運営管理についてのノウハウを活用することによって、ポートフォリオ

の効率的な運営管理とテナント満足度の向上を図ります。 

ⅰ．ダーウィングループについて 

 スポンサーの一社であるダーウィンは、昭和44年の創業以来、主要事業であるシング

ルマンションの分野で実績を積み上げてきました。ダーウィンは、その100％子会社で

ある入居者関連賃貸業務の担い手であるマイム及び建物管理業務の担い手であるエム

ジーを有機的に結合させたネットワークを構築し、企画、開発、賃貸管理、建物管理、

長期修繕までを総合的に手がける体制を確立しています。即ち、地域毎にダーウィンに

よる業務統括のもと、マイムやエムジーとデータベースを共有することで、多様化する

単身者のニーズを迅速に把握し、きめ細かいＰＭ業務を提供できる体制を構築していま

す。データベースに集約される情報（賃料、テナントアンケート結果、クレーム内容

等）は、いち早く企画・開発及び日々のＰＭ業務に反映され、効率的管理とともに高い

テナント満足度を達成することを目指しています。かかる体制の下、ダーウィングルー

プは、単身者の多様化する居住空間に対するニーズを的確に捉えるとともに、広さ、設

備のクオリティー、セキュリティーに対するニーズにいち早く対応した商品企画を行う

等、常にその先進性で顧客満足度の向上を追求してきました。かかる蓄積されたノウハ

ウを最大限に活用することが本投資法人の重要な内部成長戦略と位置付けられます。 
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株式会社ダーウィン 

企画・開発・賃貸管理業務等の統括

 
株式会社マイム 

入居者関連賃貸業務

 
株式会社エムジー 

建物管理業務 

100％出資 100％出資

 
ダーウィングループ 

シングルレジデンスにおけるトータルサービスの提供 

 

 

ⅱ．実績 

 ダーウィングループは、平成16年６月末日現在、従業員572名、全国69の拠点をもっ

て、以下のような実績を有しています。 

■ 企画・開発実績 

 ダーウィングループは、平成６年以降シングルマンションの分野において、合計

247棟の企画・開発実績を有しています。単身者のニーズを的確に把握するため、綿

密なマーケット調査及びテナントアンケート調査等のリサーチを行い、その結果を企

画開発時に反映させることにより、時代の流れをリードするシングルマンションを供

給してきました。 

 現在同社の主力商品であるメゾン・ド・ヴィレシリーズは、多様化する単身者の

ニーズを具現化するため、以下のような設備例のうち、各物件の特性に合わせたもの

を順次取り入れており、シングルマンションのマーケットにおける先駆者となりまし

た。 

＜ニーズの多様化への対応＞ 

・ 25㎡～35㎡をメインとした広さの確保 

・ ビルトイン食器洗い乾燥機、浄水器 

・ ドラム式洗濯乾燥機 

・ ＩＨクッキングヒーター 

・ ジャクージバス 

・ 光ファイバーインターネット 

・ ディンプルキー 

・ 24時間サービスのインフォメーションセンター 

・ カラーＴＶモニターインターホン 

・ 宅配ロッカー 

＜環境に配慮＞ 

・ ディスポーザー 

・ 時間帯別契約電気温水器 

・ ゴミストッカーによる分別管理 



－  － 

 

(25) ／ 2005/06/14 17:14 (2005/06/14 17:14) ／ 000000_e5_050_2k_05241157_投資方針_os2不動産投信_JSA_届出書.doc 

25

■ ＰＭ業務受託実績 

 ダーウィングループは、シングルマンションの分野において平成16年６月現在、

1,198棟、53,454戸（社宅管理20,720戸を含みます。）のＰＭ業務を受託しています。 

 シングルレジデンスのＰＭ業務においては、膨大な戸数の効率的管理と高いテナン

ト満足度の維持を両立させることが不可欠です。ダーウィングループは、グループ間

のネットワークによる、企画、開発、賃貸管理、建物管理、長期修繕を総合的に手が

ける体制と、蓄積された情報をデータベースとして利用するシステムを構築すること

で、ＰＭ業務実績を着実に伸ばしてきました。これまでの受託実績を通して構築した

地域密着型情報ネットワークは、ＰＭ業務受託案件の売却情報についてもスピー

ディーに収集できる仕組みとなっています。 

 リーシング業務については、全国に展開するマイムの35拠点に加え、173地域、217

社、600店舗の提携「ＪＣＮＥＴ（日本賃貸ネットワーク）」及び大手法人と社宅管

理代行についての提携関係を持っています。 

 ダーウィングループは、ＰＭ業務受託物件の賃料を決定するにあたり、独自の賃料

査定システムを使用しています。これは、対象物件の立地、広さ、近隣事例等の項目

をパラメータ化し、定量分析することで適正賃料を算出する仕組みとなっています。

これにより客観性の高い賃料の算出が可能となり、賃料査定のプロセスに営業マンの

主観的要素が入り込むことを回避しています。また、算出された賃料とエリアの賃料

分布調査と入居率を勘案して、一定期間毎に賃貸条件の見直しを実施しています。 

 

＜賃料査定システムイメージ図＞ 

 設定賃料分析結果

y = βx2 + δx - ε

R2 =χχ.χχ

y = κx2 + λx - φ

R2 = χχ.χχ
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（注）上記の図は、実際の賃料査定システムによる計算結果の一部をグラフ化したものです。一部の

数値・項目については文字に置き換えて表示しています。賃料査定システムは、賃料に影響を

及ぼすと考えられる複数の項目を独立変数、賃料を従属変数として、周辺事例等のデータを使

用した最小二乗法による重回帰分析を行い、適切と思われる賃料を予測するものです。 

 

 

 また、より高い品質のＰＭ業務を提供するため、エムジーはISO9001:2000（製品や

サービスの質を管理するためのシステムを構築するための、品質マネジメントシステ

ムに関する国際標準規格）を取得しています。 
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■ ホテル分野における実績 

 ダーウィングループは、全国６か所の宿泊特化型ホテル及び１か所のリゾートホテ

ルの管理運営受託の実績を持ち、利用者のための快適な空間提供をコンセプトとした

運営を行っています。 

ｄ．その他のスポンサーの実績 

ｉ．リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク 

 リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク、リーマン・ブラザー

ズ・インベストメンツ・ジャパン・インクの親会社、子会社及び兄弟会社（以下、総称

して「リーマン・ブラザーズグループ」といいます。）は、日本において平成10年より、

主として住宅、オフィスを中心とした不動産及び不良債権への投資を行ってきました。

特にホスピタリティーの分野に強みを有しており、長期滞在型エコノミーホテル案件、

外国人ビジネスマン向けのサービスアパートメント案件及び地方のビジネスホテル案件

等への投資実績を有しています。また、投資のみならず、エコノミーホテル案件につい

ては、関係会社による営業権取得により、運営そのものに関与することでこの分野にお

ける運営管理ノウハウを蓄積してきた実績があります。 

ⅱ．クリード 

 クリードは、平成８年の創業以来、不動産と金融の融合分野をビジネスドメインとし

て、主に海外機関投資家及び国内機関投資家向けの私募不動産ファンドの運営に関わっ

てきました。不動産の本来の価値を回復し流動化を促進することを基本方針とし、

デュー・デリジェンス事業を通して蓄積した精度の高いリスク／リターン解析能力を生

かすことで、主としてオフィス、住宅及びホテル等への投資において実績を積み重ねて

きました。 

 

(ハ）スポンサー会社との協働体制 

 スポンサー会社は、それぞれ本投資法人及び資産運用会社と以下の内容の基本協定書を

締結しています。 

ａ．ダーウィン 

ⅰ．ダーウィンが行うサポートの内容 

・ 資産運用会社に対する資産運用業務の遂行に必要な人材の派遣 

・ 資産運用会社及び本投資法人に対する、本投資法人の投資基準に適合する不動産及

び投資基準に適合する見込みが高い不動産の情報の提供 

・ 本投資法人の投資基準に適合する不動産の開発及び建設、並びに適正価格での本投

資法人に対する売却 

・ ダーウィンがＰＭ業務を引き受けることが可能な、本投資法人の投資基準に適合す

る不動産及び適合する見込みが高い不動産に係る管理コスト・可能賃料水準の見積り

に係る情報の提供 

ⅱ．優先的情報提供及び優先交渉権 

・ ダーウィン及びダーウィングループ（本ⅱ.においては、ダーウィンの子会社その

他ダーウィンが実質的に支配関係を有する会社（マイム及びエムジーを含みます。）

をいいます。）が開発を行う不動産で、当該不動産が本投資法人の投資基準に適合す

る不動産に該当するとダーウィンが判断し、かつ、売却が予定されている場合（竣工

前であるか竣工後であるかを問いません。）及びダーウィングループが取得した不動

産を売却する場合、当該不動産に関する情報を、資産運用会社及び本投資法人に最初

に提供の上、当該不動産に関して優先的に売買交渉をする権利を付与するものとし、
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当該情報提供後10営業日の間、本投資法人及び資産運用会社以外の者に対して当該不

動産情報を提供せず、かつ、当該者との間で当該不動産に関する売買交渉を行いませ

ん。また、10営業日経過後においても、資産運用会社及び本投資法人との間で当該不

動産に関する売買を前提とした交渉が継続する間（ただし、この交渉継続期間は10営

業日を超えないものとします。）、ダーウィンは、当該者に対して当該不動産情報を

提供せず、かつ、当該者との間で当該不動産に関する売買交渉を行いません。なお、

ダーウィングループが特定の者からの委託等の契約に基づき開発し、同契約に基づい

て売却する不動産は除外されます。 

・ 本投資法人及び資産運用会社以外の者からダーウィングループに提供されたシング

ルレジデンスの売却に関する情報及び当該不動産に関する情報を、当該不動産が本投

資法人の投資基準に適合する不動産又は投資基準に適合する見込みが高い不動産に該

当するとダーウィンが判断する場合、所有者の書面による事前承諾を得た上で、資産

運用会社及び本投資法人に最初に提供するものとし、当該情報提供後10営業日の間、

これを本投資法人及び資産運用会社以外の者に提供しません。ただし、入札締切日等

売主側の事情により、上記期間を短縮することが必要であるとダーウィンが判断する

場合、ダーウィン、本投資法人及び資産運用会社は協議の上、別途日数を定めるもの

とします。 

・ ダーウィングループがサブリース業務又はＰＭ業務を受託しているシングルレジデ

ンスの売却に関する情報及び当該不動産に関する情報を、当該不動産が本投資法人の

投資基準に適合する不動産又は投資基準に適合する見込みが高い不動産に該当すると

ダーウィンが判断する場合、所有者の書面による事前承諾を得た上で、資産運用会社

及び本投資法人に最初に提供するものとし、当該情報提供後10営業日の間、これを本

投資法人及び資産運用会社以外の者に提供しません。ただし、入札締切日等売主側の

事情により、上記期間を短縮することが必要であるとダーウィンが判断する場合、

ダーウィン、本投資法人及び資産運用会社は協議の上、別途日数を定めるものとしま

す。 

・ 前記にかかわらず、ダーウィンは、資産運用会社及び本投資法人に前記の優先交渉

権を付与することを条件として、ダーウィングループ（同グループが設立に関与する

特別目的会社を含みます。）をして本投資法人の投資基準に適合する不動産及び投資

基準に適合する見込みが高い不動産を取得することができます。ダーウィンは、ダー

ウィングループが当該不動産を売却するに際して、前記の定めに従います。 

ｂ．リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インク 

ⅰ．リーマン・ブラザーズ・インベストメンツ・ジャパン・インクが行うサポートの内容 

・ 資産運用会社及び本投資法人に対する、本投資法人の投資基準に適合する不動産及

び投資基準に適合する見込みが高い不動産の情報の提供 

・ 本投資法人の投資口の追加発行による資金調達の完了までの期間における、本投資

法人又は本投資法人に対して本投資法人の投資基準に適合する不動産を売却すること

を前提に当該不動産を保有することを目的として設立された法人に対してリーマン・

ブラザーズグループに所属する貸金業者若しくは適格機関投資家により行われる不動

産取得資金の提供 

ⅱ．情報提供 

・ 本投資法人及び資産運用会社以外の者からリーマン・ブラザーズグループに提供さ

れたシングルレジデンスの売却に関する情報及び当該不動産に関する情報を、当該不

動産が本投資法人の投資基準に適合する不動産又は投資基準に適合する見込みが高い
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不動産に該当すると判断する場合、情報提供者の意向又は契約・法令等に反しない限

り、遅くとも本投資法人及び資産運用会社以外の者に提供するのと同時に資産運用会

社及び本投資法人に提供するよう努力します。 

・ リーマン・ブラザーズグループが保有又は運営に関与する不動産が本投資法人の投

資基準に適合する不動産又は投資基準に適合する見込みが高い不動産に該当し、かつ、

売却が予定されている場合、当該不動産に関する情報を、遅くとも本投資法人及び資

産運用会社以外の者に提供するのと同時に資産運用会社及び本投資法人に提供するよ

う努力します。 

ｃ．クリード 

ⅰ．クリードが行うサポートの内容 

・ 資産運用会社に対する資産運用業務の遂行に必要な人材の派遣 

・ 資産運用会社及び本投資法人に対する、本投資法人の投資基準に適合する不動産及

び投資基準に適合する見込みが高い不動産の情報の提供 

ⅱ．優先的情報提供と優先交渉権 

・ クリードグループ（クリード、クリードの子会社その他クリードが実質的に支配関

係を有する会社をいいます。以下同じです。）が保有する不動産が本投資法人の投資

基準に適合する不動産又は投資基準に適合する見込みが高い不動産に該当し、かつ、

売却が予定されている場合、当該不動産に関する情報を、資産運用会社及び本投資法

人に最初に提供の上、当該不動産に関して優先的に売買交渉をする権利を本投資法人

に付与し、当該情報提供後10営業日の間、本投資法人及び資産運用会社以外の者に対

して当該不動産情報を提供せず、かつ、本投資法人及び資産運用会社以外の者との間

で当該不動産に関する売買交渉を行いません。また、10営業日経過後においても、資

産運用会社及び本投資法人との間で当該不動産に関する売買を前提した交渉が継続す

る間（ただし、この交渉継続期間は10営業日を超えないものとします。）、本投資法

人及び資産運用会社以外の者に対して当該不動産情報を提供せず、かつ、本投資法人

及び資産運用会社以外の者との間で当該不動産に関する売買交渉を行いません。 

・ 本投資法人及び資産運用会社以外の者からクリードグループに提供されたシングル

レジデンスの売却に関する情報及び当該不動産に関する情報を、当該不動産が本投資

法人の投資基準に適合する不動産又は投資基準に適合する見込みが高い不動産に該当

すると判断する場合、遅くとも本投資法人及び資産運用会社以外の者に提供するのと

同時に資産運用会社及び本投資法人に提供します。 

・ クリードグループがアセット・マネジメント業務を受託している不動産が、本投資

法人の投資基準に適合する不動産又は投資基準に適合する見込みが高い不動産に該当

し、かつ、売却が予定されている場合、当該不動産に関する情報を、遅くとも本投資

法人及び資産運用会社以外の者に提供するのと同時に資産運用会社及び本投資法人に

提供します。 

・ 前記の定めにかかわらず、クリードは、資産運用会社及び本投資法人に前記に基づ

く優先交渉権を付与することを条件として、クリードグループ（同グループが設立に

関与する特別目的会社を含みます。）をして本投資法人の投資基準に適合する不動産

及び投資基準に適合する見込みが高い不動産を取得することができます。 
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② 投資態度 

(イ）運用方針（規約第29条） 

ａ．本投資法人は、シングルマンションへの投資を運用資産総額の70％乃至100％とし、

サービスアパートメント及び宿泊特化型ホテルへの投資を運用資産総額の0％乃至30％と

するものとし、東京圏に所在するシングルレジデンスへの投資を運用資産総額の50％乃至

70％とし、その他の地域に所在するシングルレジデンスへの投資を30％乃至50％とします。 

ｂ．個々の不動産の選別に際しては、当該不動産の予想収益、立地エリアの将来性及び安定

性等の経済的調査、建築仕様、建物設備、耐震性能、建物管理状況、環境及び地質等の物

理的調査、並びに建物に係る権利関係等の法的調査を行い、これらの総合的な検討を行い

ます。 

ｃ．本投資法人は、一般経済情勢、金融情勢、消費者動向、不動産市況等のマクロ経済情勢

又は投資法人の経営環境に急激な変化が生じ、投資主の利益を損なわせるおそれがある場

合、投資主の利益を守るため必要な処置を講ずることができます。 

ｄ．本投資法人は、特定不動産（不動産、不動産の賃借権若しくは地上権、又は不動産、土

地の賃借権若しくは地上権を信託財産とする信託の受益権をいいます。）の価額の合計額

の本投資法人の保有する特定資産の価額の合計額に占める割合が100分の75以上となるよ

うに運用します。 

ｅ．本投資法人は、その保有する資産の総額のうちに占める不動産等の価額の割合として財

務省令で定める割合が100分の75以上となるように、その資産を運用します。 

ｆ．本投資法人は、運用資産に関連して取得する金銭（運用資産の売却代金、有価証券に係

る配当金、償還金及び利子等、金銭債権に関する利息及び遅延損害金、匿名組合出資持分

に係る分配金、不動産の賃貸収入その他収入金を含みますが、これらに限られません。）

を再投資することができます。 

 

(ロ）具体的な投資基準 

 本投資法人が投資する物件の選定に当たっては、シングルレジデンスのタイプ別に、原

則として以下の各表に掲げた基準に照らし、投資の可否について判断します。なお、複数

のタイプから構成される投資資産の場合、それぞれの部分について該当する基準に照らし

て判断するものとします。 

ａ. シングルマンション 

投資対象地域 東京圏、関西圏、中京圏及びその他の政令指定都市 

立地 当該物件が立地する地域の賃貸マーケット状況、競合物件の供給状況、交通利

便性、近隣に商業施設・娯楽施設が立地しているかどうか、ビジネスエリアか

らのアクセス状況等を総合的に勘案して決定します。 

投資額 投資資産全体に占める１投資案件当たりの投資比率は30％以下とします。 

築年数・耐震性 築15年以内の物件に投資します。 

耐震性については、建築基準法（昭和25年法律第201号。その後の改正を含み

ます。）（以下「建築基準法」といいます。）上の新耐震基準（昭和56年に改

正された建築基準法に基づく建物等の耐震基準を指します。以下同じです。）

の条件を充足しており、ＰＭＬ（予想最大損失率）(注)は15％未満とします。

ＰＭＬが15％以上の物件については、当該物件の取得価格がポートフォリオ全

体の５％を超えている場合には耐震補強工事の実施又は地震保険の付保を条件

とします。 
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権利関係 共有物件には投資しません。 

区分所有については、持分割合、管理規約の内容等を勘案し、将来の大規模修

繕工事等に支障がないと判断された場合に限り投資します。 

借地物件については、借地契約の内容を勘案し判断します。 

テナント １つのテナント（マスターリース契約の場合はエンドテナント）が１棟の賃貸

可能面積に占める割合は30％を上限とします。 

構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 

建物の用途 総専有面積の70％以上が居住用として賃貸されていること。 

１棟当たりの戸数 30戸以上 

投資対象地域 東京圏、関西圏、中京圏及びその他の政令指定都市 

１戸当たりの専有面

積 

20㎡以上50㎡以内の戸当たり専有面積の住戸数が総戸数の70％以上を占めるこ

と。 

環境 建物診断による建物内有害物質含有状況を十分に調査した上で判断します。 

土壌汚染調査において土壌汚染の可能性が高いと判断された場合には投資しま

せん。 

仕様等 共用部分の設備・仕様、セキュリティー、専有部分のプラン、設備・仕様等を

総合的に判断し、中長期的に競争力を維持できると判断された場合に投資を行

います。 

（注）「ＰＭＬ」とは、地震による予想最大損失をいいます。ＰＭＬ値には、個別物件に関するものとポートフォリオ全体に関するものがあり

ます。ＰＭＬ値についての統一された厳密な定義はありませんが、本書においては、建物の一般的耐用年数50年間に、10％以上の確率で

起こり得る最大規模の地震（再現期間475年の地震に相当）により生ずる損失の再調達価格に対する割合をいいます。 

 

ｂ. サービスアパートメント 

投資対象地域 東京圏、関西圏、中京圏及びその他の政令指定都市 

立地 当該物件が立地する地域の賃貸マーケット状況、競合物件の供給状況、交通利

便性、近隣に商業施設・娯楽施設が立地しているかどうか、ビジネスエリアか

らのアクセス状況等を総合的に勘案して決定します。 

投資額 投資資産全体に占める１投資案件当たりの投資比率は30％以下とします。 

築年数・耐震性 築15年以内の物件に投資します。 

耐震性については、建築基準法上の新耐震基準の条件を充足しており、ＰＭＬ

は15％未満とします。ＰＭＬが15％以上の物件については、当該物件の取得価

格がポートフォリオ全体の５％を超えている場合には耐震補強工事の実施又は

地震保険の付保を条件とします。 

権利関係 共有物件には投資しません。 

区分所有については、持分割合、管理規約の内容等を勘案し、将来の大規模修

繕工事等に支障がないと判断された場合に限り投資します。 

借地物件については、借地契約の内容を勘案し判断します。 

テナント 運営会社への一括賃貸とします。 

運営会社 運営に関する十分な実績があり、信用状況が良好な運営会社との間で賃貸借契

約を締結されている／できること。 

運営会社との間の賃貸借契約が残存５年以上であること。 

固定賃料部分で安定的な収入が見込めること。ただし、中長期的には固定賃料

部分に加え、一部売上歩合の導入も検討します。 
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構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

建物の用途 総専有面積の70％以上が居住用として賃貸されていること。 

１棟当たりの部屋数 30室以上 

環境 建物診断による建物内有害物質含有状況を十分に調査した上で判断します。 

土壌汚染調査において土壌汚染の可能性が高いと判断された場合には投資しま

せん。 

仕様等 共用部分の設備・仕様、専有部分のプラン、設備・仕様等を総合的に判断し、

中長期的に競争力を維持できると判断された場合に投資を行います。 

 

ｃ. 宿泊特化型ホテル 

投資対象地域 全国主要都市 

立地 当該物件が立地する地域の競合物件の供給状況、交通利便性、近隣に商業施

設・娯楽施設が立地しているかどうか、ビジネスエリアからのアクセス状況等

を総合的に勘案して決定します。 

投資額 投資資産全体に占める１投資案件当たりの投資比率は30％以下とします。 

築年数・耐震性 築15年以内の物件に投資します。 

耐震性については、建築基準法上の新耐震基準の条件を充足しており、ＰＭＬ

は15％未満とします。ＰＭＬが15％以上の物件については、当該物件の取得価

格がポートフォリオ全体の５％を超えている場合には耐震補強工事の実施又は

地震保険の付保を条件とします。 

権利関係 共有物件には投資しません。 

区分所有については、持分割合、管理規約の内容等を勘案し、将来の大規模修

繕工事等に支障がないと判断された場合に限り投資します。 

借地物件については、借地契約の内容を勘案し判断します。 

テナント 運営会社への一括賃貸とします。 

運営会社 運営に関する十分な実績があり、信用状況が良好な運営会社との間で賃貸借契

約を締結されている／できること。 

運営会社との間の賃貸借契約が残存５年以上であること。 

固定賃料部分で安定的な収入が見込めること。ただし、中長期的には固定賃料

部分に加え、一部売上歩合の導入も検討します。 

構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

建物の用途 本投資法人が所有する総専有面積の70％以上がホテルとして賃貸されているこ

と。ホテルとして賃貸されている部分において、宿泊売上が70％以上を占める

こと。 

１棟当たりの部屋数 100室以上 

環境 建物診断による建物内有害物質含有状況を十分に調査した上で判断します。 

土壌汚染調査において土壌汚染の可能性が高いと判断された場合には投資しま

せん。 

仕様等 共用部分の設備・仕様、専有部分のプラン、設備・仕様等を総合的に判断し、

中長期的に競争力を維持できると判断された場合に投資を行います。 
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(ハ）デュー・デリジェンスの基準 

 本投資法人は、運用資産を取得するに際して、第三者による不動産鑑定評価書、建物診

断報告書、地震リスク報告書及び必要に応じてマーケットレポートを取得し、投資対象不

動産についての経済的・物理的・法務的精査（以下「デュー・デリジェンス」といいま

す。）を行い、総合的な観点から投資の可否について判断します。 

 デュー・デリジェンスにおける具体的な調査項目は以下の通りです。 

項目 内容 

①賃貸市場の現況（賃料相場、稼働率、テナント需要） 

②賃貸市場の動向（賃料相場推移、稼働率推移、中長期の需要動向） 市場調査 

③新規供給状況、競合物件の状況 

①テナント信用力、賃料収受状況 

②建物利用目的、使用状況、紛争の有無、世帯状況 入居テナント調査 

③店舗がある場合の業種及び営業状況 

①契約条件（賃料・その他収益） 

②賃貸稼働状況、収益実績 

経

済

的

調

査 

収益関係 

③賃貸運営方法・運営費用明細の確認、運営費用の削減余地確認 

①街並み、景観、周辺土地利用状況、嫌悪施設の有無 

②交通利便、周辺施設利便（官公署、経済施設、娯楽施設等） 

③騒音、眺望、日照等の物件側からの状況 
立地 

④周辺の開発計画等 

①意匠、建物構造、築年数、設計・施工業者等 

②間取り、天井高、床形状 

③内部仕様（天井・壁・床）、内外装使用材料（有害物質使用の有無を含

む） 

④衛生・空調・電気（容量含む）、昇降機、駐車場、駐輪場 

⑤その他共用施設・設備、防犯・安全性能 

建築及び設備・仕様

⑥建物全般、外構、外装、設備等の現地調査 

①管理運営方法・規約等の確認 

②関係法規の遵守状況 

③管理会社の良否・管理状況 
建物管理関係 

④長期修繕計画と実施状況 

①新耐震基準又はそれと同水準以上の性能の確保 
耐震性能 

②地震ＰＭＬ値 

①アスベスト・ＰＣＢ等の有害物質の使用・管理状況 

物

理

的

調

査 

環境・地質等 
②地質状況、土地利用履歴、土壌汚染状況等 
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項目 内容 

前所有者等の権利の確実性を検討。特に区分所有・借地物件等、本投資法

人が所有権を有しないか又は単独では所有権を有しない等権利関係が複雑

な物件について、以下の点を含めその権利関係について慎重に検討しま

す。 

①借地権に関する対抗要件具備の有無及び借地権に優先する他の権利の有

無 

②敷地権登記の有無、建物と敷地権の分離処分の制限及びその登記の有

無、持分割合の状況 

③敷金保全措置、長期修繕計画に対する積立金の方針・措置 

④区分所有形態 

⑤本投資法人による取得前に設定された担保の設定状況や契約の内容とそ

の承継の有無 

⑥借地権設定者、区分所有者等と締結された規約・特約等の内容（特に優

先譲渡条項の有無とその内容） 

⑦借地権設定者、区分所有者等の法人・個人の別等の属性 

権利関係 

⑧不動産信託受益権については信託契約の内容 

法

的

調

査 

境界調査 ①境界確定の状況と書面の確認、越境物の有無とその状況 

 

(ニ）管理・運営方針 

■ シングルマンション 

ａ．ＰＭ会社選定方針 

 運用資産の競争力を最大限発揮させるために、シングルマンションの分野において実績

のあるＰＭ会社を起用し、中長期的な視点から内部成長を実現することを目指します。具

体的には、テナントニーズを把握し、それを反映させたきめ細やかな管理・運営を行うこ

とでテナント満足度を高め、安定的な収益力を維持することを重視します。また、一方で、

地域的に分散され、かつ棟数・テナント数が多い投資資産を対象とするため、効率的な管

理・運営が実現できるＰＭ会社を起用します。 

ｂ．ＰＭ会社選定、見直し基準 

 ＰＭ会社の選定基準は以下の通りとします。 

ⅰ テナントニーズを把握し、それを反映させた投資資産管理ができること（そのための、

ノウハウ／実績が蓄積されていること） 

ⅱ 地域的に分散する投資資産群に対して効率的な運営管理サービスが提供できること

（そのための、ノウハウ／実績が蓄積されていること） 

ⅲ 利害関係者をＰＭ会社として起用する場合は、ＰＭ会社選定基準に沿って他社と比

較・検討した上で、最もコストパフォーマンスが優れていると判断された場合に限り起

用します。 

ｃ．ＰＭ会社の管理手法 

 定例の投資委員会では、ＰＭ会社の実績を毎月チェックするとともに、年１回コストパ

フォーマンス等の判定を行います。判定の結果、コストパフォーマンスが一定水準に達し

ていないと判断された場合には、ＰＭ会社の変更を行います。 

ｄ．リーシング方針、テナント選定手続 

 リーシング方針・テナント選定については、当該投資資産の立地する賃貸マーケット状
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況等を考慮して策定された年度資産運用管理計画に従うものとします。テナントマーケ

ティング・選定基準については、事前にＰＭ会社と協議の上で、当該投資資産において最

も適切と考える方法を選択します。 

ｅ．コスト管理基準 

 投資資産毎の各種コストについては、月次のＰＭ会社からのレポートで報告される数値

と年度資産運用管理計画の数値を比較し、当初の想定数値から15％以上かい離した場合は、

ＰＭ会社と対策を協議するとともに、定例の投資委員会において報告しなければなりませ

ん。 

ｆ．修繕・資本的支出方針 

 取得時の建物診断報告書に基づき、中長期的な資産価値の維持を目指した修繕・資本的

支出計画を年度資産運用管理計画において策定します。実施については原則として当該投

資資産の減価償却の範囲内で行うものとしますが、年度資産運用管理計画に基づき取得直

後に行う修繕工事（リニューアル工事）についてはこの限りではありません。 

ｇ．起用するＰＭ会社 

 本投資法人は、上記ＰＭ会社選定方針に基づいた検討の結果、ダーウィンをＰＭ会社と

して選定し、当初取得予定のシングルマンション（一部サービスアパートメントとして賃

貸している部分を含みます。）15物件のうち、14物件についてＰＭ業務を委託することと

しました。 

 本投資法人は、今後取得する投資資産について、以下の基準を満たす限り、原則として

ダーウィンにＰＭ業務を委託する予定です。 

ⅰ．取得する投資資産が所在する地域の賃貸マーケットに関する十分な情報及び営業ネッ

トワークを保有しており、当該地域におけるテナントニーズを把握し、それを反映させ

た物件管理ができる体制が維持されていること 

ⅱ．投資資産に対して効率的な運営管理サービスが提供できる体制が維持されていること 

■ サービスアパートメント及び宿泊特化型ホテル 

 サービスアパートメント及び宿泊特化型ホテルについては、原則として１棟貸しのため、

運営会社選定に際して、当該サービスアパートメント又は宿泊特化型ホテルの適切な建物

管理ができるか否かを確認します（管理水準については賃貸借契約において定めるものと

します。）。適切な建物管理ができているか否かについては、定期的にチェックします。 

 

(ホ）付保方針 

ａ．損害保険の付保 

 災害や事故等により生じる建物の損害及びそれに付随する収益の減少や、対人対物事故

を原因とする第三者からの損害賠償請求による損害に備え、損害保険の付保を行います。 

ｂ．地震保険 

 地震保険の付保に関しては、建物診断報告書及び地震リスク診断報告書等に基づき、当

該投資資産のＰＭＬが15％以上となり、かつ当該投資資産の取得価格がポートフォリオ全

体の５％を超えている場合には、耐震補強工事の実施、又は当該物件及びポートフォリオ

全体の予想最大損失額に応じて、一定の割合について適切と判断される額の地震保険の付

保を条件とします。ただし、上記以外のケースであっても、ポートフォリオ及び個別投資

資産毎のＰＭＬ及び地震発生時における予想最大損失額と、付保に要するコスト等を勘案

し、適切と判断される場合には、ポートフォリオ又は個別投資資産毎に地震保険を付保す

ることができるものとします。 
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(ヘ）売却方針 

 本投資法人は、中長期での運用を基本方針として運用資産の取得を行いますが、以下の

項目を検討した結果、運用資産を売却することがより良いポートフォリオの構築のため投

資方針に照らして適切であると判断された場合には、売却することがあります。 

ａ．用途及び投資地域 

ｂ．中長期的なマーケット動向予測 

ｃ．経年劣化に起因する保有コスト及び期待収益のバランス 

ｄ．物件が所在する地域の将来性 

 

(ト）財務方針 

ａ．基本方針 

 資産の効率的な運用を図るため、運用資産の取得資金、保有する不動産等に係る工事代

金及び運転資金又は債務の返済等を使途として、借入れ又は投資法人債の発行を行います。 

ｂ．負債比率（ＬＴＶ） 

 総資産に対する借入金（敷金相当額及び投資法人債による負債金額を含みます。）残高

の割合（以下「ＬＴＶ」といいます。）の上限を65％とします。ただし、運用資産の取得

状況や投資口の追加発行のタイミング等により一時的に65％を超えることがあります。 

ｃ．長短比率 

 追加取得の際は機動的な対応のため主に短期借入れを行い、適宜金融環境を勘案しつつ

長期借入れ又は投資法人債の発行による借換えを進めます。 

ｄ．返済期限分散 

 リファイナンスリスクを低減するため、複数の資金調達先の確保及び返済期限の分散を

図ることを目指します。 

ｅ．投資法人債の発行 

 安定的な資金調達の手段として投資法人債を発行することがあります。 

ｆ．借入条件等に関する方針（担保設定等） 

 借入条件については、借入期間、金利、財務制限条項の内容、担保設定の有無等諸条件

を複数の借入先と交渉し、総合的に最も有利とされる条件を採用します。 

ｇ．コミットメントライン 

 運用資産の追加取得に係る機動的な資金調達を目的とし、コミットメントライン契約や

極度貸付枠設定契約等、随時借入の予約契約や借入枠の設定を行うことがあります。 
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(2）【投資対象】 

① 投資対象とする資産の種類 

 本投資法人は、主として不動産等及び不動産対応証券等に投資します（規約第30条）。 

(イ) 不動産等とは以下に掲げるものをいいます。 

ａ. 不動産  

ｂ. 不動産の賃借権  

ｃ. 地上権 

ｄ. 次に掲げるもののみを信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭と併せて信託す

る包括契約を含みますが、有価証券（投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成

12年政令第480号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法施行令」といいます。）

第３条第１号において定めるものをいいます。以下同じです。）に該当するものを除き

ます。） 

（ⅰ）不動産 

（ⅱ）地上権及び土地の賃借権 

ｅ. 金銭を信託する信託の受益権（信託財産を上記ａ．からｃ．までに掲げる資産に対し

て投資し運用するものに限ります。ただし、有価証券に該当するものを除きます。） 

ｆ. 当事者の一方が相手方の行う上記ａ．からｅ．までに掲げる資産の運用のために出資

を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、

当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分（以下「不動

産に関する匿名組合出資持分」といいます。） 

ｇ. 金銭の信託の受益権であって、信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分

に対する投資として運用することを目的とするもの 

 

(ロ) 不動産対応証券とは、資産の２分の１を超える額を不動産等に投資することを目的とす

る次に掲げるものをいいます。 

ａ. 優先出資証券（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号。その後の改正を含

みます。）（以下「資産流動化法」といいます。）第２条第９項に定める優先出資証券

をいいます。） 

ｂ. 受益証券（投信法第２条第12項に定める受益証券をいいます。） 

ｃ. 投資証券（投信法第２条第22項に定める投資証券をいいます。） 

ｄ. 特定目的信託の受益証券（資産流動化法第２条第15項に定める特定目的信託の受益証

券（上記（イ) ｄ．、ｅ．又はｇ．に掲げる資産に該当するものを除きます。）をいい

ます。） 

 

(ハ) 本投資法人は、上記（イ）及び（ロ）に掲げる不動産等及び不動産対応証券の他、次に

掲げる特定資産に投資することができます。 

ａ. 預金 

ｂ. コール・ローン 

ｃ. 有価証券 

ⅰ．譲渡性預金証書 

ⅱ．国債証券 

ⅲ．地方債証券 

ⅳ．コマーシャル・ペーパー 

ⅴ．資産流動化法に規定する特定社債券（裏付けとなる資産の２分の１を超える額を不
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動産等に投資することを目的とするものに限ります。） 

ⅵ. 投信法に規定する投資法人債券（裏付けとなる資産の２分の１を超える額を不動産

等に投資することを目的とするものに限ります。） 

ⅶ. 貸付債権信託の受益権（証券取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みま

す。）（以下「証券取引法」といいます。）第２条第２項第１号で定めるものをいい

ます。） 

ｄ. 金銭債権（投信法施行令第３条第11号に定めるもの（ただし、預金及びコール・ロー

ンを除きます。）をいいます。） 

ｅ. 金融先物取引等に係る権利（投信法施行令第３条第13号に定めるものをいいます。） 

ｆ. 金融デリバティブ取引に関する権利（投信法施行令第３条第14号に定めるものをいい

ます。） 

ｇ. 信託財産を上記ａ．乃至ｆ．に掲げる資産に対する投資として運用することを目的と

する金銭の信託の受益権（有価証券に該当するものを除きます。） 

 

(ニ) 本投資法人は、不動産等への投資に当たり、必要がある場合には以下に掲げる資産に投

資することができます。 

ａ. 資産流動化法に規定する特定出資（実質的に不動産等に投資することを目的とするも

のに限ります。） 

ｂ. 有限会社法（昭和13年法律第74号。その後の改正を含みます。）に規定する有限会社

の出資持分（実質的に不動産等に投資することを目的とするものに限ります。） 

ｃ. 株券（実質的に不動産等に投資することを目的とするものに限ります。） 

ｄ. 商標法（昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。）に規定する商標権又はそ

の専用使用権若しくは通常使用権（不動産への投資に付随するものに限ります。） 

ｅ. 慣習法上認められる温泉権（源泉権）（上記 (イ) ａ．からｄ．に掲げる資産に対す

る投資に付随するものに限ります。） 

 

② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合 

(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ② 投資態度 (ロ) 具体的な投資基準」を

ご参照下さい。 

 

(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ① 投資方

針 (ロ) 投資目的」をご参照下さい。 

 

③ 取得予定資産の概要 

 本投資法人は、一般募集の対象とする本投資証券の発行により調達した資金及び借入金によ

り、以下の各不動産を主な信託財産とする不動産信託の信託受益権（以下「取得予定資産」と

いいます。）を取得することを予定しています。取得予定資産の取得価格の合計は金26,494百

万円（消費税等相当額及び取得に要した諸費用は含みません。）を予定しています。なお、本

投資法人は、取得予定資産のうちスーパーホテル大阪・天王寺（H-1）及びスーパーホテル京

都・烏丸五条（H-2）については平成17年５月20日付で、その他の取得予定資産については平

成17年５月30日付で、各所有者との間で信託受益権売買契約（以下「信託受益権売買契約」と

総称します。）を締結しています。取得予定資産（スーパーホテル大阪・天王寺（H-1）及び

スーパーホテル京都・烏丸五条（H-2）を除きます。）の売主は、資産運用会社の自主ルール

である利益相反対策ルールに定義する利害関係者に該当することから、資産運用会社は、同
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ルールに則り、平成17年４月14日開催のコンプライアンス委員会及び平成17年４月15日開催の

投資委員会における審議並びに平成17年４月18日の本投資法人の役員会の承認を経て、平成17

年４月20日に取締役会において取得予定資産の取得を決議しています。同ルールについては、

後記「７ 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 本投資法人の自主ルール

（利益相反対策ルール）」をご参照下さい。 

 

(イ) 信託不動産の概要 

 取得予定資産である信託受益権の信託財産である不動産（本投資法人の取得の際に信託

される不動産を含みます。以下、当該不動産を「信託不動産」といいます。）の概要は、

以下の通りです。 

ａ. 本投資法人による取得予定資産の取得前における信託不動産の概要は以下の通りです。 

信託期間 物件 
番号 

用途 
(注１) 

地域 
(注２) 

物件名称 信託受託者 
（設定日） 満了日

取得予定価格
（百万円） 
(注３) 

投資 
比率 
(注４) 

鑑定評価額
（百万円）

M-1 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ芝公園 
ＵＦＪ信託銀行
株式会社 

平成15年
5月16日

平成21年
5月16日

954.0 3.60％ 954

M-2 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ三田 
ＵＦＪ信託銀行
株式会社 

平成15年
5月16日

平成21年
5月16日

1,250.0 4.72％ 1,250

M-3 SM 東京圏 クレグラン高輪 ─ ─ ─ 900.0 3.40％ 900

M-4 SM 東京圏 ラ・レジダンス・ド・白金台 
ＵＦＪ信託銀行
株式会社 

平成16年
６月29日

平成26年
６月末日

947.0 3.57％ 947

M-5 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ銀座東 
みずほ信託銀行
株式会社 

平成16年
４月30日

平成26年
４月末日

1,613.0 6.09％ 1,630

M-6 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅱ 
モルガン信託銀
行株式会社 

平成14年
７月５日

平成25年
７月４日

2,170.0 8.19％ 2,170

M-7 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 
ＵＦＪ信託銀行
株式会社 

平成14年
11月19日

平成20年
11月30日

1,010.0 3.81％ 1,010

M-8 SM 東京圏 クレグラン銀座レジデンス ─ ─ ─ 1,127.0 4.25％ 1,144

M-9 SM 東京圏 トゥ－ルジョーヌ駒沢公園 
モルガン信託銀
行株式会社 

平成13年
９月28日

平成23年
９月30日

7,072.2 26.69％ 7,100

M-10 SM/SA 関西圏 
メゾン・ド・ヴィレ梅田 
(注５） 

ＵＦＪ信託銀行
株式会社 

平成14年
11月19日

平成20年
11月30日

2,850.0 10.76％ 2,850

M-11 SM 関西圏 メゾン・ド・ヴィレ中之島 
モルガン信託銀
行株式会社 

平成14年
７月５日

平成25年
７月４日

645.0 2.43％ 650

M-12 SM 関西圏 ジュネス阿波座 
みずほ信託銀行
株式会社 

平成16年
９月30日

平成26年
９月末日

664.8 2.51％ 669

M-13 SM 中京圏 T'sDream丸の内 
みずほ信託銀行
株式会社 

平成16年
10月29日

平成26年
10月末日

695.0 2.62％ 695

M-14 SM 
その他
政令指
定都市 

メゾン・ド・ヴィレ北23条 
モルガン信託銀
行株式会社 

平成14年
７月５日

平成25年
７月４日

145.0 0.55％ 150

M-15 SM 
その他
政令指
定都市 

グランブルー平尾 
ＵＦＪ信託銀行
株式会社 

平成15年
３月27日

平成20年
12月末日

2,300.0 8.68％ 2,320

H-1 BH 関西圏 スーパーホテル大阪・天王寺 
中央三井信託銀
行株式会社 

平成16年
８月６日

平成21年
８月６日

1,173.0 4.43％ 1,180

H-2 BH 関西圏 スーパーホテル京都・烏丸五条
中央三井信託銀
行株式会社 

平成16年
８月６日

平成21年
８月６日

978.0 3.69％ 985

合計 26,494.0 100.00％ 26,604

（注１）「用途」の欄に記載されている「SM」とはシングルマンションを、「SA」とはサービスアパートメントを、「BH」とは宿泊特化型ホテ

ルをそれぞれ表します。 

（注２）「地域」の欄に記載されている「東京圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県を、「関西圏」とは大阪府、兵庫県及び京都府を、

「中京圏」とは愛知県を、その他政令指定都市とは、それ以外の政令指定都市をそれぞれ表します。 
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（注３）「取得予定価格」の欄には信託受益権売買契約に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）を記載しています。 

（注４）「投資比率」の欄には取得予定資産の取得予定価格の総額に対する当該取得予定資産の取得予定価格の比率を記載しており、小数点第

３位以下を四捨五入しています。 

（注５）M-10の物件は、シングルマンション（SM）部分とサービスアパートメント（SA）部分から構成されており、上表の数値には、サービス

アパートメント（SA）部分の数値が含まれています。なお、本投資法人取得後サービスアパートメント（SA）部分は、ダーウィンをテ

ナントとする固定賃料型のマスターリース契約に変更する予定です。 

（注６）M-3及びM-8の各物件は、本書の日付現在、信託受益権化されていませんが、本投資法人による取得に際し、みずほ信託銀行株式会社に

信託される予定です。 

（注７）PM委託先については後記「(ニ) 個別不動産に係る事項」をご確認下さい。 

（注８）各物件の前所有者はそれぞれ、M-1（有限会社シバ・パートナーズ）、M-2（有限会社ミタ・パートナーズ）、M-3（事業会社）、M-4

（ダーウィン）、M-5（有限会社マコ・インターナショナル）、M-6（有限会社スパロー・インターナショナル）、M-7（有限会社イー

スト・パートナーズ）、M-8（事業会社）、M-9（有限会社バラクーダ・インターナショナル）、M-10（有限会社ウエスト・パートナー

ズ）、M-11（有限会社スパロー・インターナショナル）、M-12（事業会社）、M-13（個人）、M-14（有限会社スパロー・インターナ

ショナル）、M-15（事業会社）、H-1（事業会社）、H-2（事業会社）であり、各物件の前々所有者はそれぞれ、M-1（ダーウィン）、

M-2（ダーウィン）、M-3（個人）、M-4（個人）、M-5（ダーウィン）、M-6（ダーウィン）、M-7（ダーウィン）、M-8（事業会社）、

M-9（ダーウィン）、M-10（ダーウィン）、M-11（ダーウィン）、M-12（個人）、M-13（宗教法人）、M-14（ダーウィン）、M-15（事

業会社）、H-1（信託銀行）、H-2（信託銀行）です。M-3、M-8、M-12、M-13、M-15、H-1及びH-2の前所有者及び前々所有者並びにM-4

の前々所有者は、資産運用会社の利害関係者ではありません。なお、ダーウィンは、資産運用会社の議決権の総数の33.3％を保有する

本投資法人の利害関係者であり、有限会社シバ・パートナーズ、有限会社ミタ・パートナーズ、有限会社イースト・パートナーズ及び

有限会社ウエスト・パートナーズは、いずれもダーウィンによりアセットマネジメント業務の提供を受ける特別目的会社（利害関係

者）であり、また、有限会社マコ・インターナショナル、有限会社スパロー・インターナショナル及び有限会社バラクーダ・インター

ナショナルは、いずれもアメリカ合衆国デラウェア州法に基づき設立されたリーマン・ブラザーズグループに属する会社の100％出資

子会社（利害関係者）です。 
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       （平成17年３月31日現在）

所有形態 物件 
番号 

物件名称 所在地 
土地 建物 

敷地面積
（㎡） 
（注１）

延床面積
（㎡） 
（注１）

構造・階数 
（注１） 

建築時期
（注１）

M-1 
メゾン・ド・ 
ヴィレ芝公園 

東京都港区 所有権 所有権 311.02 1,362.79
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下１階付12階建

平成15年
８月８日

M-2 
メゾン・ド・ 
ヴィレ三田 

東京都港区 所有権 所有権 303.10 1,705.22
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根13階建 

平成16年
３月４日

M-3 クレグラン高輪 東京都港区 所有権 所有権 432.36
1,176.06
(注３)

鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付７階建

平成15年
２月25日

M-4 
ラ・レジダンス・
ド・白金台 

東京都港区 
所有権 

（敷地権）

区分所有権
(持分150,635
分の108,998)

344.25 1,005.98
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根15階建 

平成16年
２月６日

M-5 
メゾン・ド・ 
ヴィレ銀座東 

東京都中央区 
所有権 

（敷地権）
区分所有権
(持分100％)

368.35 2,334.73
鉄筋コンクリート造 
陸屋根12階建 

平成11年
２月４日

M-6 
メゾン・ド・ 
ヴィレ八丁堀Ⅱ 

東京都中央区 
所有権 

（敷地権）
区分所有権
(持分100％)

427.32 3,351.26
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根13階建 

平成14年
１月30日

M-7 
メゾン・ド・ 
ヴィレ八丁堀Ⅲ 

東京都中央区 所有権 所有権 203.98 1,756.88
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根15階建 

平成16年
１月30日

M-8 
クレグラン銀座 
レジデンス 

東京都中央区 所有権 所有権 175.16 1,375.97
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根13階建 

平成16年
７月22日

M-9 
トゥ－ルジョーヌ
駒沢公園 

東京都世田谷区 
所有権 

（敷地権）
区分所有権
(持分100％)

2,425.44 11,468.94
鉄筋コンクリート造 
陸屋根地下１階付30階建

平成13年
１月12日

M-10 
メゾン・ド・ 
ヴィレ梅田(注２) 

大阪府大阪市 
北区 

所有権 所有権 631.79
7,105.00
(注４)

鉄筋コンクリート・ 
鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下１階付25階建

平成15年
８月29日

M-11 
メゾン・ド・ 
ヴィレ中之島 

大阪府大阪市 
北区 

所有権 
（敷地権）

区分所有権
(持分100％)

375.95 1,486.57
鉄筋コンクリート造 
陸屋根10階建 

平成13年
６月１日

M-12 ジュネス阿波座 
大阪府大阪市 
西区 

所有権 所有権 296.88 1,999.88
鉄骨鉄筋コンクリート・
鉄筋コンクリート造 
陸屋根10階建 

平成14年
３月６日

M-13 T'sDream丸の内 
愛知県名古屋市
西区 

所有権 所有権 545.08 2,284.30
鉄筋コンクリート造 
陸屋根10階建 

平成16年
２月16日

M-14 
メゾン・ド・ 
ヴィレ北23条 

北海道札幌市 
北区 

所有権 
（敷地権）

区分所有権
(持分100％)

550.74 1,301.81
鉄筋コンクリート造 
陸屋根４階建 

平成８年
２月14日

M-15 グランブルー平尾 
福岡県福岡市 
南区 

所有権 所有権 1,599.97 6,476.24
鉄骨鉄筋コンクリート造
コンクリート屋根15階建

平成15年
３月６日

H-1 
スーパーホテル 
大阪・天王寺 

大阪府大阪市 
天王寺区 

所有権 所有権 490.65 2,486.39
鉄筋コンクリート造 
陸屋根９階建 

平成16年
１月９日

H-2 
スーパーホテル 
京都・烏丸五条 

京都府京都市 
下京区 

所有権 所有権 337.23 2,144.02
鉄筋コンクリート造 
陸屋根10階建 

平成16年
１月19日

合計 ──── 9,819.27 50,822.04 ──── ── 

（注１）「敷地面積」「延床面積」「構造・階数」「建築時期」の各欄には、登記簿に記録された事項を記載しており、当該信託不動産の現況

とは一致しない場合があります。M-4の物件の敷地面積は、敷地全体の面積を記載しており、延床面積は、本投資法人の取得に係る専

有部分の面積の合計値を記載しています（建物全体の延床面積は1,631.77㎡）。 

（注２）M-10の物件はシングルマンション（SM）部分とサービスアパートメント（SA）部分から構成されており、上表の数値には、サービスア

パートメント（SA）部分の数値が含まれています。 

（注３）延床面積に付属建物（ゴミ置場 2.7㎡）が含まれます。 

（注４）延床面積に付属建物（駐車場 39.69㎡）が含まれます。 
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      （平成17年３月31日現在）

物件 
番号 

物件名称 
賃貸可能面積

（㎡） 
（注１） 

賃貸面積 
（㎡） 
（注２） 

稼働率 
（注３） 

テナント総数
（注４） 

賃貸可能戸数 
（注５） 

サブリースの種類
（注６） 

M-1 メゾン・ド・ヴィレ芝公園 1,008.32 782.33 77.59％ 24 30 パス・スルー 

M-2 メゾン・ド・ヴィレ三田 1,436.83 1,255.35 87.37％ 40 47 パス・スルー 

M-3 クレグラン高輪 1,131.66 1,071.07 94.65％ 26 29 
─ 

（注９） 

M-4 ラ・レジダンス・ド・白金台 1,089.98 1,012.58 92.90％ 26 28 パス・スルー 

M-5 メゾン・ド・ヴィレ銀座東 2,072.39 1,912.11 92.27％ 62 74 パス・スルー 

M-6 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅱ 2,750.56 2,321.52 84.40％ 70 84 パス・スルー 

M-7 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 1,447.33 1,270.92 87.81％ 28 37 パス・スルー 

M-8 クレグラン銀座レジデンス 1,118.84 902.54 80.67％ 32 45 
─ 

（注９） 

M-9 トゥ－ルジョーヌ駒沢公園 8,141.02 7,515.58 92.32％ 255 287 パス・スルー 

M-10 メゾン・ド・ヴィレ梅田(注７） 4,469.53 4,223.24 94.49％ 100 147 
パス・スルー 
（注７） 

M-11 メゾン・ド・ヴィレ中之島 1,242.30 1,242.30 100.00％ 35 38 パス・スルー 

M-12 ジュネス阿波座 1,618.38 1,618.38 100.00％ 57 63 パス・スルー 

M-13 T'sDream丸の内 1,981.26 1,953.67 98.61％ 63 72 パス・スルー 

M-14 メゾン・ド・ヴィレ北23条 810.90 729.90 90.01％ 27 30 パス・スルー 

M-15 グランブルー平尾 6,262.12 5,506.42 87.93％ 181 199 パス・スルー 

H-1 スーパーホテル大阪・天王寺 2,486.39 2,486.39 100.00％ 1
124 

(注８) 
パス・スルー 
（注10） 

H-2 スーパーホテル京都・烏丸五条 2,144.02 2,144.02 100.00％ 1
108 

(注８) 
パス・スルー 
（注10） 

合計 41,211.83 37,948.32 92.08％ 1,028 1,442 ─ 

（注１）「賃貸可能面積」の欄には信託不動産の居室、店舗又はホテル等の用途に賃貸が可能な面積を表しており、信託不動産の現所有者から

提供を受けた情報を基に記載しています。 

（注２）「賃貸面積」の欄には各信託不動産につき、サブリース会社、信託受託者又は現所有者とエンドテナントとの間で締結されている賃貸

借契約書に記載されている面積の合計を現所有者から提供を受けた情報を基に記載しています。 

（注３）「稼働率」の欄には信託不動産の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しており、小数点第３位以下を四捨五入しています。 

（注４）「テナント総数」の欄にはサブリース会社、信託受託者又は現所有者を賃貸人として有効に賃貸借契約が締結されているエンドテナン

トの総数を記載しています。 

（注５）「賃貸可能戸数」の欄には信託不動産の居室、店舗又はホテル等の用途に賃貸が可能な戸数を記載しています。 

（注６）「サブリースの種類」の欄には信託受託者とサブリース会社との間で締結されたマスターリース契約に従いサブリース会社とエンドテ

ナントとの転貸借契約に基づく賃料と同額を信託受託者に支払うものをパス・スルー、一定金額の賃料を支払うものを固定賃料型と記

載しています。 

（注７）M-10の物件はシングルマンション（SM）部分とサービスアパートメント（SA）部分から構成されており、上表の数値には、サービスア

パートメント（SA）部分の数値が含まれています。なお、本投資法人による取得後シングルマンション（SM）部分に係るサブリースの

種類はパス・スルーに、またサービスアパートメント（SA）部分に係るサブリースの種類は固定賃料型に変更する予定です。 

（注８）ホテルの客室数を記載しています。 

（注９）本投資法人による取得後、パス・スルーに変更する予定です。 

（注10）本投資法人による取得後、固定賃料型に変更する予定です。 
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ｂ. 本投資法人による取得予定資産の取得後における信託不動産の概要は以下の通りです。 

信託期間(注４) 物件 
番号 

用途 
（注１） 

地域 
（注２） 

物件名称 
信託受託者 
（注３） （設定日） 満了日 

PM委託先 
(注５)(注６)(注７)

M-1 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ芝公園 
ＵＦＪ信託銀行株式
会社 

平成15年
５月16日

平成21年
５月16日 

株式会社ダーウィン 

M-2 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ三田 
ＵＦＪ信託銀行株式
会社 

平成15年
５月16日

平成21年
５月16日 

株式会社ダーウィン 

M-3 SM 東京圏 クレグラン高輪 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成17年
７月13日

平成27年
６月末日 

株式会社ダーウィン 

M-4 SM 東京圏 ラ・レジダンス・ド・白金台 
ＵＦＪ信託銀行株式
会社 

平成16年
６月29日

平成26年
６月末日 

株式会社ダーウィン 

M-5 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ銀座東 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成16年
４月30日

平成26年
４月末日 

株式会社ダーウィン 

M-6 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅱ 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成14年
７月５日

平成25年
７月４日 

株式会社ダーウィン 

M-7 SM 東京圏 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 
ＵＦＪ信託銀行株式
会社 

平成14年
11月19日

平成20年
11月30日 

株式会社ダーウィン 

M-8 SM 東京圏 クレグラン銀座レジデンス 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成17年
７月13日

平成27年
６月末日 

三井不動産住宅リース
株式会社 

M-9 SM 東京圏 トゥ－ルジョーヌ駒沢公園 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成13年
９月28日

平成23年
９月30日 

株式会社ダーウィン 

M-10 SM/SA 関西圏 メゾン・ド・ヴィレ梅田 
ＵＦＪ信託銀行株式
会社 

平成14年
11月19日

平成20年
11月30日 

株式会社ダーウィン 

M-11 SM 関西圏 メゾン・ド・ヴィレ中之島 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成14年
７月５日

平成25年
７月４日 

株式会社ダーウィン 

M-12 SM 関西圏 ジュネス阿波座 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成16年
９月30日

平成26年
９月末日 

株式会社ダーウィン 

M-13 SM 中京圏 T'sDream丸の内 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成16年
10月29日

平成26年
10月末日 

株式会社ダーウィン 

M-14 SM 
その他政令
指定都市 

メゾン・ド・ヴィレ北23条 
みずほ信託銀行株式
会社 

平成14年
７月５日

平成25年
７月４日 

株式会社ダーウィン 

M-15 SM 
その他政令
指定都市 

グランブルー平尾 
ＵＦＪ信託銀行株式
会社 

平成15年
３月27日

平成20年
12月末日 

株式会社ダーウィン 

H-1 BH 関西圏 スーパーホテル大阪・天王寺 
中央三井信託銀行株
式会社 

平成16年
８月６日

平成21年
８月６日 

─ 

H-2 BH 関西圏 スーパーホテル京都・烏丸五条 
中央三井信託銀行株
式会社 

平成16年
８月６日

平成21年
８月６日 

─ 

（注１）「用途」の欄に記載されている「SM」とはシングルマンションを、「SA」とはサービスアパートメントを、「BH」とは宿泊特化型ホテ

ルをそれぞれ表します。 

（注２）「地域」の欄に記載されている「東京圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県を、「関西圏」とは大阪府、兵庫県及び京都府を、

「中京圏」とは愛知県を、その他政令指定都市とは、それ以外の政令指定都市をそれぞれ表します。 

（注３）M-6、M-9、M-11及びM-14の各物件については、それぞれ平成17年５月30日付で、信託受託者の更迭に関する合意書が締結されています。 

（注４）M-3及びM-8の各物件については、それぞれ平成17年５月30日付で、みずほ信託銀行株式会社との間で締結された不動産管理処分信託契

約の締結に関する合意書において合意された信託期間を記載しています。なお、M-1、M-2、M-7、M-10、M-15、H-1及びH-2の各物件に

関する信託期間は、本投資法人が各物件に係る信託の受益権を取得後変更する予定です。 

（注５）M-3の物件については、平成17年５月30日付で、M-15の物件については、平成17年４月28日付で、本書の日付現在における各PM業務委

託先との間で、PM業務委託契約の解除に関する合意書を締結しており、また各物件（ただし、M-8、H-1及びH-2の各物件を除きま

す。）について、平成17年５月30日付で、ダーウィンとの間で、PM業務の委託契約（変更契約を含みます。）の締結に関する合意書を

締結しています。 

（注６）H-1及びH-2の各物件については、ホテル運営会社である株式会社スーパーホテルに一括賃貸するため、PM業務を委託していません。 

（注７）本投資法人は、前記PM会社選定方針に基づいた検討の結果、当初取得予定のシングルマンション（一部サービスアパートメントとして

賃貸している部分を含みます。）15物件のうち、14物件についてダーウィンにPM業務を委託することとしました。ダーウィンは、資産

運用会社の自主ルールである利益相反対策ルールに定義する利害関係者に該当することから、ダーウィンへのPM業務の委託について資

産運用会社は、同ルールに則り、平成17年４月14日開催のコンプライアンス委員会及び平成17年４月15日開催の投資委員会における審

議並びに平成17年４月18日の本投資法人の役員会の承認を経て、平成17年４月20日に取締役会において決議しています。同ルールにつ

いては、後記「７ 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ② 本投資法人の自主ルール（利益相反対策ルール）」をご参

照下さい。なお、M-8の物件については、当該物件の取得経緯を考慮し、これまでPM業務を行っていた三井不動産住宅リース株式会社

にPM業務を委託します。 
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(ロ）主要なテナント等の概要 

ａ. 本投資法人による取得予定資産の取得前における主要なテナント等の概要 

       （平成17年３月31日現在）

テナント名 業種 物件名称 
年間賃料 
（円） 
（注１） 

敷金・保証金
（円） 
（注２） 

賃貸面積
（㎡） 
（注３）

総賃貸面積
に占める割
合(注４) 

契約 
満了日 

契約更改の方法 

メゾン・ド・ 
ヴィレ梅田(注５) 

224,736,000 33,829,000 4,469.53 10.92％
平成20年
11月30日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ銀座東 

101,100,000 16,850,000 2,072.39 5.06％
平成26年
４月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

T'sDream丸の内 59,676,000 10,033,000 1,981.26 4.84％
平成26年
10月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

ジュネス阿波座 55,464,000 3,870,000 1,618.38 3.95％
平成26年
９月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ八丁堀Ⅲ 

63,588,000 10,598,000 1,447.33 3.54％
平成20年
11月30日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ三田 

75,288,000 11,908,000 1,436.83 3.51％
平成21年
５月16日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

ラ・レジダンス・
ド・白金台 

60,012,000 10,002,000 1,089.98 2.66％
平成26年
６月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

株式会社 
ダーウィン 

不動産 
管理運営
業務 

メゾン・ド・ 
ヴィレ芝公園 

48,132,000 8,022,000 1,008.32 2.46％
平成21年
５月16日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

有限会社ロビ
ン・インター
ナショナル 

特別目的
会社 

トゥ－ルジョーヌ
駒沢公園 

471,585,600 82,866,400 8,141.02 19.89％
平成23年
９月30日 

条項なし 

有限会社 
エヌ・シー・
アール・ア
イ・ワン 

特別目的
会社 

グランブルー平尾 158,056,908 8,752,350 6,262.12 15.30％
平成20年
12月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ八丁堀Ⅱ 

123,516,000 20,125,000 2,750.56 6.72％
平成25年
７月４日 

条項なし 

メゾン・ド・ 
ヴィレ中之島 

59,295,180 8,263,000 1,242.30 3.03％
平成25年
７月４日 

条項なし 

有限会社 
タラキー・イ
ンターナショ
ナル 

特別目的
会社 

メゾン・ド・ 
ヴィレ北23条 

17,376,000 1,448,000 810.90 1.98％
平成25年
７月４日 

条項なし 

スーパーホテル 
大阪・天王寺 

75,240,000 27,340,000 2,486.39 6.07％
平成21年
８月６日 

協議により、契約期間を
延長することができる 有限会社 

ビーナス・ 
プロパティー 

特別目的
会社 スーパーホテル 

京都・烏丸五条 
62,364,000 22,660,000 2,144.02 5.24％

平成21年
８月６日 

協議により、契約期間を
延長することができる 

合計 1,655,429,688 276,566,750 38,961.33 95.18％ ─ ─ 

（注１）「年間賃料」の欄には、各信託不動産について、上記各テナント又は信託受託者とエンドテナントとの間で、平成17年３月31日現在締

結されている賃貸借契約に基づく月額賃料（共益費を含みますが、駐車場使用料等の付属施設の使用料は含みません。）を12倍した金

額を記載しています。 

（注２）「敷金・保証金」の欄には、各信託不動産について、上記各テナント又は信託受託者とエンドテナントとの間で、平成17年３月31日現

在締結されている賃貸借契約に基づく金額（駐車場等の付属施設の敷金は含みません。）を記載しています。 

（注３）「賃貸面積」の欄には、各信託不動産について、上記各テナントを賃借人として平成17年３月31日現在締結されているマスターリース

契約書又は賃貸借契約書に記載されている賃貸面積を記載しています。 

（注４）各信託不動産の賃貸面積の合計に占める賃貸面積の割合を記載しており、小数点第３位以下を四捨五入しています。 

（注５）メゾン・ド・ヴィレ梅田は、シングルマンション（SM）部分とサービスアパートメント（SA）部分から構成されており、上表の数値に

は、サービスアパートメント（SA）部分の数値が含まれています。サービスアパートメント（SA）部分の賃貸面積は774.90㎡、比率は

1.89％です。 

 



－  － 

 

(44) ／ 2005/06/14 17:14 (2005/06/14 17:14) ／ 000000_e5_060_2k_05241157_投資方針_os2不動産投信_JSA_届出書.doc 

44

ｂ. 本投資法人による取得予定資産の取得後における主要なテナント等の概要 

テナント名 業種 物件名称 
年間賃料 
（円） 
（注１） 

敷金・保証金
（円） 
（注２） 

賃貸面積
（㎡） 
（注３）

総賃貸面積
に占める割
合(注４) 

契約 
満了日 
（注５） 

契約更改の方法 

トゥ－ルジョーヌ
駒沢公園(注７) 

471,585,600 82,866,400 8,141.02 19.75％
平成23年
９月30日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

グランブルー平尾
(注７) 

158,056,908 8,752,350 6,262.12 15.19％
平成20年
12月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ梅田(注６) 

206,592,000 38,905,000 4,469.53 10.85％
平成20年
11月30日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ八丁堀Ⅱ 
(注７) 

123,516,000 20,125,000 2,750.56 6.67％
平成25年
７月４日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ銀座東 

101,100,000 16,850,000 2,072.39 5.03％
平成26年
４月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

T'sDream丸の内 59,676,000 10,033,000 1,981.26 4.81％
平成26年
10月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

ジュネス阿波座 55,464,000 3,870,000 1,618.38 3.93％
平成26年
９月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ八丁堀Ⅲ 

63,588,000 10,598,000 1,447.33 3.51％
平成20年
11月30日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ三田 

75,288,000 11,908,000 1,436.83 3.49％
平成21年
５月16日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ中之島 
(注７) 

59,295,180 8,263,000 1,242.30 3.01％
平成25年
７月４日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

クレグラン高輪 
(注７) 

52,860,000 8,800,000 1,131.66 2.75％
平成27年
６月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

ラ・レジダンス・
ド・白金台 

60,012,000 10,002,000 1,089.98 2.64％
平成26年
６月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

メゾン・ド・ 
ヴィレ芝公園 

48,132,000 8,022,000 1,008.32 2.45％
平成21年
５月16日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

株式会社 
ダーウィン 

不動産 
管理運営
業務 

メゾン・ド・ 
ヴィレ北23条 
(注７) 

17,376,000 1,448,000 810.90 1.97％
平成25年
７月４日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

スーパーホテル 
大阪・天王寺 

75,240,000 27,340,000 2,486.39 6.03％
平成36年
２月13日 

条項なし 株式会社 
スーパー 
ホテル 

ホテル 
運営業務 スーパーホテル 

京都・烏丸五条 
62,364,000 22,660,000 2,144.02 5.20％

平成36年
２月19日 

条項なし 

三井不動産住
宅リース株式
会社 

不動産 
管理運営
業務 

クレグラン銀座 
レジデンス(注８) 

54,288,000 8,633,000 1,118.84 2.71％
平成27年
６月末日 

信託契約に基づき終了 
又は延長するものとする

合計 1,744,433,688 299,075,750 41,211.83 100.00％ ─ ─ 

（注１）「年間賃料」の欄には、各信託不動産について、平成17年３月31日現在の所有者、各テナント又は信託受託者とエンドテナントとの間

で、平成17年３月31日現在締結されている賃貸借契約に基づく月額賃料（共益費を含みますが、駐車場使用料等の付属施設の使用料は

含みません。）を12倍した金額を記載しています。ただし、メゾン・ド・ヴィレ梅田のサービスアパートメント（SA）部分の賃料は、

本投資法人による取得後に締結する予定の賃貸借契約における月額固定賃料を12倍した金額です。 

（注２）「敷金・保証金」の欄には、各信託不動産について、平成17年３月31日現在の所有者、各テナント又は信託受託者とエンドテナントと

の間で、平成17年３月31日現在締結されている賃貸借契約に基づく金額（駐車場等の付属施設の敷金は含みません。）を記載していま

す。ただし、メゾン・ド・ヴィレ梅田のサービスアパートメント（SA）部分の敷金は、本投資法人による取得後にダーウィンと信託受

託者との間で締結される予定の賃貸借契約における敷金金額を計上しています。 

（注３）「賃貸面積」の欄には、各信託不動産について、上記各テナントを賃借人として平成17年３月31日現在締結されているマスターリース

契約書若しくは賃貸借契約書に記載されている賃貸面積又は上記各テナントとの間で賃貸借に関して締結されている合意書に基づき予

定されている賃貸面積を記載しています。ただし、メゾン・ド・ヴィレ梅田のサービスアパートメント（SA）部分の賃貸面積は、本投

資法人による取得後にダーウィンと信託受託者との間で締結される予定の賃貸借契約における賃貸面積を計上しています。 

（注４）各信託不動産の賃貸面積の合計に占める賃貸面積の割合を記載しており、小数点第３位以下を四捨五入しています。 

（注５）ダーウィン又は三井不動産住宅リース株式会社をテナントとするマスターリース契約の契約満了日は、それぞれ関連する信託契約に基

づき終了又は延長します。 

（注６）メゾン・ド・ヴィレ梅田は、シングルマンション（SM）部分とサービスアパートメント（SA）部分から構成されており、上表の数値に

は、サービスアパートメント（SA）部分の数値が含まれています。サービスアパートメント（SA）部分の賃貸面積は774.90㎡、比率は
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1.88％です。 

（注７）当該物件については、本投資法人による取得予定資産の取得後、信託受託者、資産運用会社及びダーウィンとの間でマスターリース契

約が締結される予定です。 

（注８）当該物件については、本投資法人による取得予定資産の取得後、信託受託者、資産運用会社及び三井不動産住宅リース株式会社との間

でマスターリース契約が締結される予定です。 

 

(ハ）利害関係者への賃貸状況 

ａ. 本投資法人による取得予定資産の取得前における利害関係者への賃貸状況 

   （平成17年３月31日現在）

テナント名 業種 入居物件名称 
賃貸面積 
（㎡） 

（注１） 

年間賃料 
（円） 

（注２） 
契約満了日

メゾン・ド・ヴィレ梅田 
（SM）／（SA）(注３) 

4,469.53 224,736,000 
平成20年
11月30日 

メゾン・ド・ヴィレ銀座東 2,072.39 101,100,000 
平成26年
４月末日 

T'sDream丸の内 1,981.26 59,676,000 
平成26年
10月末日 

ジュネス阿波座 1,618.38 55,464,000 
平成26年
９月末日 

メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 1,447.33 63,588,000 
平成20年
11月30日 

メゾン・ド・ヴィレ三田 1,436.83 75,288,000 
平成21年
５月16日 

ラ・レジダンス・ド・白金台 1,089.98 60,012,000 
平成26年
６月末日 

株式会社ダーウィン 
不動産管理
運営業 

メゾン・ド・ヴィレ芝公園 1,008.32 48,132,000 
平成21年
５月16日 

クレグラン銀座レジデンス 24.10 1,368,000 
平成19年
２月28日 

クレグラン高輪 44.15 2,136,000 
平成17年
５月14日 

リーマン・ブラザーズ・ 
ファイナンス・ジャパン・ 
インコーポレーテッド 

リース仲介
及び斡旋業 

クレグラン高輪 50.82 2,496,000 
平成17年
６月27日 

（注１）「賃貸面積」の欄には、上記各テナントを賃借人として締結されているマスターリース契約書又は賃貸借契約書に記載されている賃貸

面積を記載しています。 

（注２）「年間賃料」の欄には、ダーウィンについては、ダーウィン又は信託受託者とエンドテナントとの間で、リーマン・ブラザーズ・ファ

イナンス・ジャパン・インコーポレーテッドについては、現所有者と同社との間で、平成17年３月31日現在締結されている賃貸借契約

に基づく月額賃料（共益費を含みますが、駐車場使用料等の付属施設の使用料は含みません。）を12倍した金額を記載しています。 

（注３）サービスアパートメント（SA）部分の賃貸面積は774.90㎡であり、年間賃料は48,600,000円です。 
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ｂ. 本投資法人による取得予定資産の取得後における利害関係者への賃貸状況 

テナント名 業種 入居物件名称 
賃貸面積 
（㎡） 

（注１） 

年間賃料 
（円） 

（注２） 
契約満了日

トゥ－ルジョーヌ駒沢公園 
(注４) 

8,141.02 471,585,600 
平成23年
９月30日 

グランブルー平尾(注４) 6,262.12 158,056,908 
平成20年
12月末日 

メゾン・ド・ヴィレ梅田 
（SM）／（SA）(注３） 

4,469.53 206,592,000 
平成20年
11月30日 

メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅱ
(注４) 

2,750.56 123,516,000 
平成25年
７月４日 

メゾン・ド・ヴィレ銀座東 2,072.39 101,100,000 
平成26年
４月末日 

T'sDream丸の内 1,981.26 59,676,000 
平成26年
10月末日 

ジュネス阿波座 1,618.38 55,464,000 
平成26年
９月末日 

メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 1,447.33 63,588,000 
平成20年
11月30日 

メゾン・ド・ヴィレ三田 1,436.83 75,288,000 
平成21年
５月16日 

メゾン・ド・ヴィレ中之島 
(注４) 

1,242.30 59,295,180 
平成25年
７月４日 

クレグラン高輪(注４） 1,131.66 52,860,000 
平成27年
６月末日 

ラ・レジダンス・ド・白金台 1,089.98 60,012,000 
平成26年
６月末日 

メゾン・ド・ヴィレ芝公園 1,008.32 48,132,000 
平成21年
５月16日 

株式会社ダーウィン 
不動産管理
運営業 

メゾン・ド・ヴィレ北23条 
(注４) 

810.90 17,376,000 
平成25年
７月４日 

（注１）「賃貸面積」の欄には上記各テナントを賃借人として締結されているマスターリース契約書に記載されている賃貸面積又は上記テナン

トとの間で賃貸借に関して締結されている合意書に基づき予定されている賃貸面積を記載しています。 

（注２）「年間賃料」の欄には各物件についてエンドテナントとの間で、平成17年３月31日現在締結されている賃貸借契約に基づく月額賃料

（共益費を含みますが、駐車場使用料等の付属施設の使用料は含みません。）を12倍した金額を記載しています。ただし、メゾン・

ド・ヴィレ梅田のサービスアパートメント（SA）部分の年間賃料は、本投資法人の投資資産の取得後に締結する予定の賃貸借契約にお

ける月額固定賃料を12倍した金額です。 

（注３）サービスアパートメント（SA）部分の賃貸面積は774.90㎡であり、予定年間賃料は30,456,000円です。 

（注４）当該物件については、本投資法人による取得予定資産の取得後、信託受託者、資産運用会社及びダーウィンとの間でマスターリース契

約が締結される予定です。 
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(ニ) 個別不動産に係る事項 

ａ. 物件の概要 

ⅰ．「物件番号」とは、シングルマンションに分類される物件を「Ｍ」、宿泊特化型ホ

テルに分類される物件を「Ｈ」として、それぞれの分類ごとに番号を付したものです。 

ⅱ．「敷地面積」、「延床面積」、「用途」、「構造・階数」及び「建築時期」の各欄

には、登記簿上に記録されている事項を記載しています。 

ⅲ．「用途地域」の欄には、都市計画法（昭和43年法律第100号。その後の改正を含みま

す。）（以下「都市計画法」といいます。）第８条１項１号に規定される建物の用途

及び用途地域を記載しています。なお、当該物件が２つの用途地域にまたがる場合に

は該当する２つの用途地域を記載しています。 

ⅳ．「容積率／建蔽率」の欄には、建築基準法等の関連法令に従って定められた数値を

記載しています。なお、当該物件が複数の容積率／建蔽率の指定を受けている場合に

は、該当する複数の容積率／建蔽率を記載しています。 

ⅴ．「ＰＭ委託先」の欄には、平成17年３月31日現在において当該物件につき不動産管

理業務を委託しているＰＭ会社を記載しています。 

ⅵ．「サブリース会社」の欄には、平成17年３月31日現在において当該物件につきマス

ターリース契約を締結している会社を記載しています。 

ⅶ．「サブリースの種類」の欄には、信託受託者とサブリース会社との間で締結された

マスターリース契約に従いサブリース会社とエンドテナントとの転貸借契約に基づく

賃料と同額を信託受託者に支払うものをパス・スルー、一定の賃料を支払うものを固

定賃料型と記載しています。 

ⅷ．「テナント総数」の欄には、平成17年３月31日現在において、サブリース会社、信

託受託者又は現所有者を賃貸人として有効に賃貸借契約が締結されているエンドテナ

ントの数を記載しています。 

ⅸ．「賃貸可能戸数」の欄には、各信託不動産に係る建物について、エンドテナントに

対して賃貸することのできる戸数を記載しています。 

ⅹ．「賃貸戸数」の欄には、平成17年３月31日現在において、有効にエンドテナントと

賃貸借契約が締結されている戸数を記載しています。 

xi．「賃貸可能面積」の欄には、各信託不動産に係る建物における総賃貸可能面積を記

載しています。 

xⅱ．「賃貸面積」の欄には、平成17年３月31日現在においてサブリース会社、信託受託

者又は現所有者とエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約書に記載されて

いる面積の合計を記載しています。 

xⅲ．「月額賃料」の欄には、平成17年３月31日現在において、サブリース会社、信託受

託者又は現所有者とエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約に基づく月額

賃料（共益費を含みますが、駐車場等の付属施設の使用料は含みません。）の合計金

額を記載しています。 

xⅳ．「敷金等」の欄には、平成17年３月31日現在において、サブリース会社、信託受託

者又は現所有者とエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約に基づきサブ

リース会社、信託受託者又は現所有者に対して差し入れられ、その返還義務を負う敷

金（名称を問いません。駐車場等の付属施設の敷金を含みません。）相当額の合計金

額を記載しています。 

xⅴ．「信託受託者」の欄には、平成17年３月31日現在において、当該物件につき不動産

管理処分信託契約を受託している会社を記載しています。 
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xⅵ．「現所有者」の欄には、本書の日付現在において信託受益権化されている信託不動

産については、本書の日付現在における当該信託受益権の所有者を、本書の日付現在

において信託受益権化されていない信託不動産については、本書の日付現在における

当該信託不動産の所有者を記載しています。 

xⅶ．「現所有者」に記載された、ダーウィン及びクリードは、いずれも資産運用会社の

議決権の総数の33.3％を保有する本投資法人の利害関係者であり、有限会社シングル

レジデンス・エー、有限会社リーステム・パートナーズ及び有限会社シングルレジデ

ンス・インベストメントは、いずれもダーウィンによりアセットマネジメント業務の

提供を受ける特別目的会社（利害関係者）です。 

xⅷ．「物件特性」の欄は、各不動産鑑定評価書記載の内容に基づき記載しています。 

 

ｂ. 過年度の収支状況の説明 

ⅰ．「過年度の収益状況等」における各金額は、信託不動産の信託受託者又は現所有者

等から提供を受けた情報に基づいて記載をしています。 

ⅱ．金額は、千円未満を切り捨てて記載しています。従って、記載される金額を足し合

わせても合計額は必ずしも一致しません。 

ⅲ. 金額は、原則として発生主義にて計上したものを記載していますが、光熱費など金

額の僅小な費用は、支払を行った時点で費用認識した上で記載しております。 

ⅳ．金額は、消費税等相当額を含まない金額を計上したものを記載しています。 

ⅴ．「賃貸料収入・共益費」の欄には、賃貸料、管理費（共益費）、駐車場賃料、水町

費等を含めた金額を記載しています。 

ⅵ．「その他収入」の欄には、礼金、更新手数料、原状回復費収入等を含めた金額を記

載しています。 

ⅶ．「租税公課」に含まれる固定資産税、都市計画税及び償却資産税の納付義務は、原

則として毎年１月１日時点の所有者に課されます。取得時における前所有者との未経

過固定資産税相当額の精算額は、付随費用の一部として不動産等の取得原価に算入さ

れており、賃貸事業費用としては、計上されていません。 

ⅷ．「その他支出」の欄には、信託報酬、支払手数料等を合計した金額を記載していま

す。 

ⅸ．賃貸事業用費用には、不動産等の減価償却費は含まれていません。 

ⅹ．稼働率は、各信託不動産の賃貸可能面積に占める、各対象期間末日においてエンド

テナントとの間で締結されている賃貸借契約書に記載された賃貸面積の合計面積の割

合を記載しており、小数点第３位以下を四捨五入しています。 
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M-1 メゾン・ド・ヴィレ芝公園 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 東京都港区芝三丁目14番15号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 24 

敷地面積 311.02㎡ 賃貸可能戸数 30 

用途地域 商業地域 近隣商業地域 賃貸戸数 24 土地 

容積率／ 

建蔽率 
600％・500％／80％ 400％（注）／80％ 賃貸可能面積 1,008.32㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 782.33㎡ 

延床面積 1,362.79㎡ 月額賃料 4,011,000円 

用途 共同住宅・機械室・物置 敷金等 8,022,000円 

構造・階数 
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付

12階建 
不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成15年８月８日 取得予定価格 954,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 954,000,000円 

サブリース会社 株式会社ダーウィン 鑑定評価会社 大和不動産鑑定株式会社 

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月16日 

信託受託者 ＵＦＪ信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社シングルレジデンス・エー（平成16年６月取得） 

物件特性 

都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅から徒歩約２分。共同住宅、事務所ビル及び小規模商店等

が混在し、主要ビジネス街に接近する交通利便性の高い地域で東京都心部に位置していま

す。ジャクージバス、ディスポーザー、ＩＨクッキングヒーター、ドラム式洗濯乾燥機、ビ

ルトイン食器洗い乾燥機等の設備を備えた築浅の物件です。 

特記事項 該当事項なし。 

（注）容積率は、西側道路境界から30ｍまでが600％、北側道路境界から20ｍまでが500％、それ以外の部分が400％となっています。 

 

過年度の収支状況等 
    （金額：千円）  

自）平成15年 
８月28日 

自）平成15年
10月１日

自）平成16年
４月１日

自）平成16年
10月１日

  

対象期間 
至）平成15年 

９月30日 
至）平成16年

３月31日
至）平成16年

９月30日
至）平成17年

３月31日
  

日数 34日 183日 183日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 1,404 19,226 29,537 29,608  

賃貸料収入・共益費 1,404 19,226 29,335 29,277  

その他収入 0 0 201 330  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 1,398 5,079 5,302 6,013  

物件管理業務委託費用 1,189 4,339 3,988 4,601  

租税公課 0 0 359 357  

水道光熱費 0 0 0 0  

修繕費 0 0 210 318  

保険料 41 229 229 225  

その他支出 167 510 514 509  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 6 14,147 24,235 23,595  

稼働率 12.86％ 86.30％ 91.36％ 77.58％  

 



 

－  － 

 

(50) ／ 2005/06/14 17:14 (2005/06/14 17:14) ／ 000000_e5_070_2k_05241157_投資方針_os2不動産投信_JSA_届出書.doc 

50

鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 大和不動産鑑定株式会社  

鑑定評価額 954,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月16日  

 収益価格 954,000 ＤＣＦ法及び直接還元法による価格を相

互に関連付けて収益価格を試算 

  直接還元法による収益価格 975,000  

   (1) 有効総収益 61,329  

    賃料収入 62,058 想定賃料に基づき査定 

    その他収入 3,179 権利金・更新料収入等を計上 

    潜在総収益 65,236  

    空室損失相当額 3,907 対象物件の市場競争力等を考慮して査定

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 11,432  

    維持管理費等 6,403 見積額を参考に査定 

    公租公課 2,779 想定額を計上 

    損害保険料 452 平成16年度実額を計上 

    その他費用 1,798 テナント募集費用等を計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 49,897  

   (4) 一時金の運用益等 187 運用利回り2.0％にて運用するものとして

査定 

   (5) 資本的支出 2,286 日建設計マネジメントソリューションズ

株式会社作成の建物状況評価報告書等を

参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 47,798  

   (7) 還元利回り 4.9％ 対象不動産の地域性・個別性を総合的に

勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 932,000  

   割引率 4.8％  

   最終還元利回り 5.1％  

  積算価格 628,000  

   土地比率 40.9％  

   建物比率 59.1％  
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M-2 メゾン・ド・ヴィレ三田 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 東京都港区三田三丁目３番６号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 40 

敷地面積 303.10㎡ 賃貸可能戸数 47 

用途地域 商業地域  賃貸戸数 41 土地 

容積率／ 

建蔽率 
500％／80％ 賃貸可能面積 1,436.83㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 1,255.35㎡ 

延床面積 1,705.22㎡ 月額賃料 6,274,000円 

用途 共同住宅 敷金等 11,908,000円 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成16年３月４日 取得予定価格 1,250,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 1,250,000,000円 

サブリース会社 株式会社ダーウィン 鑑定評価会社 大和不動産鑑定株式会社 

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月16日 

信託受託者 ＵＦＪ信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社シングルレジデンス・エー（平成16年６月取得） 

物件特性 

都営地下鉄浅草線「三田」駅から徒歩約５分。中高層の店舗付事務所ビル及び共同住宅等が

混在し、都心中心部に近接する利便性の高い地域に位置しています。ジャクージバス、ディ

スポーザー、ＩＨクッキングヒーター、ドラム式洗濯乾燥機、ビルトイン食器洗い乾燥機等

の設置を備えた築浅の物件です。 

特記事項 
信託不動産の東側公道は、都市計画道路（補助14号線。計画幅員15ｍ、現在の接道面から４

ｍ強後退）が計画決定されています。 

 

過年度の収支状況等 
   （金額：千円）  

自）平成16年 
３月25日 

自）平成16年
４月１日

自）平成16年
10月１日

   

対象期間 
至）平成16年 

３月31日 
至）平成16年

９月30日
至）平成17年

３月31日
   

日数 7日 183日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 2,055 21,064 39,860  

賃貸料収入・共益費 2,055 21,059 39,350  

その他収入 0 4 509  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 1,208 7,097 8,140  

物件管理業務委託費用 1,070 4,643 5,312  

租税公課 0 1,560 1,552  

水道光熱費 0 0 0  

修繕費 0 0 504  

保険料 9 258 258  

その他支出 128 634 513  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 847 13,967 31,719  

稼働率 17.58％ 93.81％ 87.37％  
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 大和不動産鑑定株式会社  

鑑定評価額 1,250,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月16日  

 収益価格 1,250,000 ＤＣＦ法及び直接還元法による価格を相

互に関連付けて収益価格を試算 

  直接還元法による収益価格 1,280,000  

   (1) 有効総収益 80,436  

    賃料収入 80,843 想定賃料に基づき査定 

    その他収入 4,443 権利金・更新料収入等を計上 

    潜在総収益 85,286  

    空室損失相当額 4,851 対象物件の市場競争力等を考慮して査定

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 15,601  

    維持管理費等 8,127 見積額を参考に査定 

    公租公課 4,568 想定額を計上 

    損害保険料 515 平成16年度実額を計上 

    その他費用 2,390 テナント募集費用等を計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 64,835  

   (4) 一時金の運用益等 253 運用利回り2.0％にて運用するものとして

査定 

   (5) 資本的支出 2,512 日建設計マネジメントソリューションズ

株式会社作成の建物状況評価報告書等を

参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 62,577  

   (7) 還元利回り 4.9％ 対象不動産の地域性・個別性を総合的に

勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 1,220,000  

   割引率 4.8％  

   最終還元利回り 5.1％  

  積算価格 937,000  

   土地比率 50.9％  

   建物比率 49.1％  

 



 

－  － 
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M-3 クレグラン高輪 

特定資産の種類 不動産(注１) 

所在地 （住居表示） 東京都港区三田四丁目17番22号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 26 

敷地面積 432.36㎡ 賃貸可能戸数 29 

用途地域 近隣商業地域 
第１種中高層住居専用地

域 
賃貸戸数 27 土地 

容積率／ 

建蔽率 
300％／80％ 300％／60％ 賃貸可能面積 1,131.66㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 1,071.07㎡ 

延床面積 1,176.06㎡（ゴミ置場2.7㎡含む） 月額賃料 4,405,000円 

用途 共同住宅 敷金等 8,800,000円 

構造・階数 
鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付７階

建 
不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成15年２月25日 取得予定価格 900,000,000円 

ＰＭ委託先 伊藤忠コムネット株式会社 (注２) 鑑定評価額 900,000,000円 

サブリース会社 ― (注２) 鑑定評価会社 財団法人日本不動産研究所

サブリースの種類 ─ (注２) 価格時点 平成17年１月１日 

信託受託者 ─ (注１) 

現所有者 株式会社クリード（平成13年12月取得）(注３) 

物件特性 

都営地下鉄浅草線「泉岳寺」駅から徒歩約６分。東京メトロ南北線ほか「白金高輪」駅から

徒歩約９分。旧来からの住宅街で、一部事務所や事業者等が混在し、都心中心部への交通ア

クセスや生活利便施設までの接近性、住環境も良好な地域に位置しております。建物も十分

な競争力を有する設備水準を備えた築浅の物件です。 

特記事項 
北西側特別区道は、都市計画道路（補助14号線。計画幅員15ｍ、現在の接道面から約3.8ｍ

後退。）が計画されています。 

（注１）信託不動産は、本投資法人取得に際し、みずほ信託銀行株式会社を信託受託者として信託され、本投資法人は、本不動産を信託財産と

する信託の信託受益権を取得します。 

（注２）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者とダーウィンとの間でパス・スルー型のマスターリース

契約兼プロパティ・マネジメント契約が締結され、同社がＰＭ委託先兼サブリース会社となる予定です。 

（注３）信託不動産に係る建物は、現所有者が注文者となり建築されたものであり、土地の取得年月を記載しています。 

 

過年度の収支状況等 
（金額：千円）  

自）平成15年 
６月１日 

自）平成15年
10月１日

自）平成16年
４月１日

自）平成16年
10月１日

  

対象期間 
至）平成15年 

９月30日 
至）平成16年

３月31日
至）平成16年

９月30日
至）平成17年

３月31日
  

日数 122日 183日 183日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 13,249 23,421 27,793 28,319  

賃貸料収入・共益費 13,249 23,421 27,793 28,319  

その他収入 0 0 0 0  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 6,251 9,029 7,065 7,336  

物件管理業務委託費用 5,397 7,258 6,317 6,461  

租税公課 515 1,202 67 388  

水道光熱費 222 339 338 328  

修繕費 0 0 153 0  

保険料 106 159 158 157  

その他支出 10 70 30 0  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 6,998 14,392 20,727 20,982  

稼働率 70.73％ 95.68％ 96.73％ 94.65％  



 

－  － 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 財団法人日本不動産研究所  

鑑定評価額 900,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月１日  

 収益価格 900,000 直接還元法とＤＣＦ法を併用して収益価

格を試算 

  直接還元法による収益価格 912,000  

   (1) 有効総収益 58,936  

    賃料収入 57,355 賃貸市況動向を勘案して安定的な収入を

査定 

    その他収入 4,104 収受可能と見込まれる礼金・更新料を計

上 

    潜在総収益 61,459  

    空室損失相当額 2,523 周辺の需給動向を勘案して査定 

    貸倒損失相当額 0 賃借人の状況等を勘案して計上しない 

   (2) 総費用 11,974  

    維持管理費等 6,569 過年度の実績額、周辺類似不動産の水準

等を考慮して計上 

    公租公課 3,021 平成16年度実績額を考慮して計上 

    損害保険料 315 実績額を計上 

    その他費用 2,069 周辺類似不動産の水準を考慮して計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 46,962  

   (4) 一時金の運用益等 182 一時金残高に稼動状況を勘案して査定 

   (5) 資本的支出 1,538 エンジニアリングレポートによる修繕更

新費用の年平均額を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 45,606  

   (7) 還元利回り 5.0％ 対象不動産の立地条件・建物条件・契約

条件等を総合的に勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 879,000  

   割引率 4.8％  

   最終還元利回り 5.4％  

  積算価格 818,000  

   土地比率 59.2％  

   建物比率 40.8％  

 



 

－  － 
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M-4 ラ・レジダンス・ド・白金台 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 東京都港区白金台五丁目18番８号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権（敷地権） テナント総数 26 

敷地面積 344.25㎡ (注１) 賃貸可能戸数 28 

用途地域 商業地域  賃貸戸数 26 土地 

容積率／ 

建蔽率 
500％／80％ 賃貸可能面積 1,089.98㎡ 

所有形態 
区分所有権 

（持分150,635分の108,998） 
賃貸面積 1,012.58㎡ 

延床面積 1,005.98㎡ (注２) 月額賃料 5,001,000円 

用途 居宅 敷金等 10,002,000円 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根15階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成16年２月６日 取得予定価格 947,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 947,000,000円 

サブリース会社 株式会社ダーウィン 鑑定評価会社 大和不動産鑑定株式会社 

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月16日 

信託受託者 ＵＦＪ信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社シングルレジデンス・エー（平成16年６月取得） 

物件特性 

都営地下鉄三田線・東京メトロ南北線「白金台」駅から徒歩約２分。中高層の共同住宅、店

舗付共同住宅及び店舗付事務所ビル等が立ち並び、都心部に接近する利便性の高い地域に位

置しています。ジャクージバス、ディスポーザー、ドラム式洗濯乾燥機、ビルトイン食器洗

い乾燥機等の設備を備えた築浅の物件です。 

特記事項 該当事項なし。 

（注１）敷地全体の面積を記載しています。 

（注２）本投資法人の取得に係る専有部分の面積の合計値を記載しています。なお、建物全体の延床面積は1,631.77㎡です。 

 

過年度の収支状況等 
  （金額：千円）  

自）平成16年 
６月29日 

自）平成16年
10月１日

    

対象期間 
至）平成16年 

９月30日 
至）平成17年

３月31日
    

日数 94日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 9,616 29,532  

賃貸料収入・共益費 9,581 29,521  

その他収入 34 10  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 2,480 4,970  

物件管理業務委託費用 1,652 3,572  

租税公課 487 727  

水道光熱費 0 0  

修繕費 30 0  

保険料 45 87  

その他支出 265 582  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 7,135 24,561  

稼働率 75.19％ 92.90％  

 



 

－  － 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 大和不動産鑑定株式会社  

鑑定評価額 947,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月16日  

 収益価格 947,000 ＤＣＦ法及び直接還元法による価格を相

互に関連付けて収益価格を試算 

  直接還元法による収益価格 968,000  

   (1) 有効総収益 59,050  

    賃料収入 59,357 想定賃料に基づき査定 

    その他収入 3,255 権利金・更新料収入を計上 

    潜在総収益 62,612  

    空室損失相当額 3,561 対象物件の市場競争力等を考慮して査定

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 10,106  

    維持管理費等 5,256 見積額を参考に査定 

    公租公課 2,908 想定額を計上 

    損害保険料 175 平成16年度実額を計上 

    その他費用 1,767 テナント募集費用等を計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 48,944  

   (4) 一時金の運用益等 186 運用利回り2.0％にて運用するものとして

査定 

   (5) 資本的支出 1,682 日建設計マネジメントソリューションズ

株式会社作成の建物状況評価報告書等を

参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 47,448  

   (7) 還元利回り 4.9％ 対象不動産の地域性・個別性を総合的に

勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 926,000  

   割引率 4.8％  

   最終還元利回り 5.1％  

  積算価格 633,000  

   土地比率 55.2％  

   建物比率 44.8％  

 



 

－  － 
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M-5 メゾン・ド・ヴィレ銀座東 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 東京都中央区新富一丁目６番10号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権（敷地権） テナント総数 62 

敷地面積 368.35㎡ 賃貸可能戸数 74 

用途地域 商業地域  賃貸戸数 68 土地 

容積率／ 

建蔽率 
600％(注)／80％ 賃貸可能面積 2,072.39㎡ 

所有形態 区分所有権（持分100％） 賃貸面積 1,912.11㎡ 

延床面積 2,334.73㎡ 月額賃料 8,425,000円 

用途 居宅 敷金等 16,850,000円 

構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成11年２月４日 取得予定価格 1,613,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 1,630,000,000円 

サブリース会社 株式会社ダーウィン 鑑定評価会社 財団法人日本不動産研究所

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月１日 

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社シングルレジデンス・エー（平成16年４月取得） 

物件特性 

東京メトロ有楽町線「新富町」駅から徒歩約２分。高層の事務所ビル・共同住宅、低層の店

舗・住宅等が混在し、都心中心部へのアクセスや生活利便性に優れた地域に位置していま

す。 

特記事項 該当事項なし。 

（注）信託不動産は、建築当時、中央区街並み誘導型地区計画（京橋地区）に指定され、基準容積率が840％に緩和されていました。現在は、

当該緩和規定の適用外となり、容積率限度は600％ですが、信託不動産はこれも満たしております。 

 

過年度の収支状況等 
  （金額：千円）  

自）平成16年 
４月30日 

自）平成16年
10月１日

    

対象期間 
至）平成16年 

９月30日 
至）平成17年

３月31日
    

日数 154日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 55,167 54,280  

賃貸料収入・共益費 54,725 53,886  

その他収入 442 393  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 12,152 13,069  

物件管理業務委託費用 7,878 8,916  

租税公課 2,139 2,128  

水道光熱費 357 539  

修繕費 687 339  

保険料 296 350  

その他支出 792 795  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 43,014 41,210  

稼働率 90.99％ 92.27％  

 



 

－  － 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 財団法人日本不動産研究所  

鑑定評価額 1,630,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月１日  

 収益価格 1,630,000 直接還元法とＤＣＦ法を併用して収益価

格を試算 

  直接還元法による収益価格 1,640,000  

   (1) 有効総収益 110,745  

    賃料収入 109,074 賃貸市況動向を勘案して安定的な収入を

査定 

    その他収入 7,601 収受可能と見込まれる駐車場収入・礼

金・更新料を計上 

    潜在総収益 116,675  

    空室損失相当額 5,930 周辺の需給動向を勘案して査定 

    貸倒損失相当額 0 賃借人の状況等を勘案して計上しない 

   (2) 総費用 21,341  

    維持管理費等 12,256 過年度の実績額、周辺類似不動産の水準

等を考慮して計上 

    公租公課 4,415 平成16年度実績額を考慮して計上 

    損害保険料 703 実績額を計上 

    その他費用 3,967 周辺類似不動産の水準を考慮して計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 89,404  

   (4) 一時金の運用益等 348 一時金残高に稼動状況を勘案して査定 

   (5) 資本的支出 4,612 エンジニアリングレポートによる修繕更

新費用の年平均額を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 85,140  

   (7) 還元利回り 5.2％ 対象不動産の立地条件・建物条件・契約

条件等を総合的に勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 1,580,000  

   割引率 5.0％  

   最終還元利回り 5.6％  

  積算価格 998,000  

   土地比率 52.6％  

   建物比率 47.4％  
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M-6 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅱ 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 東京都中央区新川二丁目７番11号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権（敷地権） テナント総数 70 

敷地面積 427.32㎡(注１) 賃貸可能戸数 84 

用途地域 商業地域  賃貸戸数 72 土地 

容積率／ 

建蔽率 
500％(注２)／80％ 賃貸可能面積 2,750.56㎡ 

所有形態 区分所有権（持分100％） 賃貸面積 2,321.52㎡ 

延床面積 3,351.26㎡ 月額賃料 10,293,000円 

用途 居宅 敷金等 20,125,000円 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成14年１月30日 取得予定価格 2,170,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 2,170,000,000円 

サブリース会社 
有限会社タラキー・インターナショナル

(注３) 
鑑定評価会社 財団法人日本不動産研究所

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月１日 

信託受託者 モルガン信託銀行株式会社(注４) 

現所有者 有限会社リーステム・パートナーズ（平成15年７月取得） 

物件特性 

東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅から徒歩約３分。ＪＲ京葉線「八丁堀」駅から徒歩約３

分。中高層の事務所ビルと共同住宅が混在し、都心中心部へのアクセスに優れた利便性の高

い地域に位置しています。ジャクージバス、ディスポーザー、ＩＨクッキングヒーター、ド

ラム式洗濯乾燥機等の設備を備えた築浅の物件です。 

特記事項 

下記(注２)の通り、信託不動産に係る建物の竣工後に容積率の緩和幅が縮小されたため、同

建物の容積率は基準容積率を上回っており、同建物はいわゆる既存不適格建物となっていま

す。 

（注１）当該敷地面積には、私道部分の面積も含まれています。 

（注２）信託不動産は、街並み誘導型地区計画区域（新川・茅場町街区）に位置しており、建築当時の基準容積率は700％でしたが、平成16年

４月１日に当該容積率緩和規定が改正されたため、現在の基準容積率は600％です。 

（注３）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者とダーウィンとの間でパス・スルー型のマスターリース

契約が締結され、同社がサブリース会社となる予定です。 

（注４）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者がみずほ信託銀行株式会社に変更される予定です。 

 

過年度の収支状況等 
   （金額：千円）

自）平成14年 
７月５日 

自）平成14年
10月１日

自）平成15年
４月１日

自）平成15年
10月１日

自）平成16年 
４月１日 

自）平成16年
10月１日

対象期間 
至）平成14年 

９月30日 
至）平成15年

３月31日
至）平成15年

９月30日
至）平成16年

３月31日
至）平成16年 

９月30日 
至）平成17年

３月31日

日数 88日 182日 183日 183日 183日 182日

Ａ. 賃貸事業収入  小計 36,719 77,184 70,191 71,502 65,736 64,905

賃貸料収入・共益費 36,665 76,228 68,877 66,445 63,120 63,795

その他収入 54 956 1,314 5,056 2,616 1,109

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 7,739 15,654 15,734 15,133 12,411 12,343

物件管理業務委託費用 6,640 11,709 10,657 9,816 7,774 7,313

租税公課 0 0 916 916 895 902

水道光熱費 2 851 669 731 690 758

修繕費 50 908 1,292 1,475 852 1,190

保険料 448 927 931 919 924 913

その他支出 597 1,257 1,267 1,274 1,273 1,264

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 28,980 61,529 54,457 56,368 53,325 52,561

稼働率 95.90％ 94.15％ 83.59％ 83.75％ 85.80％ 84.40％



 

－  － 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 財団法人日本不動産研究所  

鑑定評価額 2,170,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月１日  

 収益価格 2,170,000 直接還元法とＤＣＦ法を併用して収益価

格を試算 

  直接還元法による収益価格 2,180,000  

   (1) 有効総収益 148,018  

    賃料収入 144,767 賃貸市況動向を勘案して安定的な収入を

査定 

    その他収入 11,236 収受可能と見込まれる駐車場収入・礼

金・更新料を計上 

    潜在総収益 156,003  

    空室損失相当額 7,985 周辺の需給動向を勘案して査定 

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 30,970  

    維持管理費等 16,997 周辺類似不動産の水準等を考慮して計上

    公租公課 6,876 平成16年度実績額を考慮して計上 

    損害保険料 1,833 実績額を計上 

    その他費用 5,264 周辺類似不動産の水準を考慮して計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 117,048  

   (4) 一時金の運用益等 464 一時金残高に稼動状況を勘案して査定 

   (5) 資本的支出 4,161 エンジニアリングレポートによる修繕更

新費用の年平均額を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 113,351  

   (7) 還元利回り 5.2％ 対象不動産の立地条件・建物条件・契約

条件等を総合的に勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 2,100,000  

   割引率 5.0％  

   最終還元利回り 5.6％  

  積算価格 1,660,000  

   土地比率 44.4％  

   建物比率 55.6％  

 



 

－  － 
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M-7 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 東京都中央区新川二丁目17番８号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 28 

敷地面積 203.98㎡(注１) 賃貸可能戸数 37 

用途地域 商業地域  賃貸戸数 33 土地 

容積率／ 

建蔽率 
700％(注２)／80％ 賃貸可能面積 1,447.33㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 1,270.92㎡ 

延床面積 1,756.88㎡ 月額賃料 5,299,000円 

用途 共同住宅 敷金等 10,598,000円 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根15階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成16年１月30日 取得予定価格 1,010,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 1,010,000,000円 

サブリース会社 株式会社ダーウィン 鑑定評価会社 財団法人日本不動産研究所

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月１日 

信託受託者 ＵＦＪ信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社シングルレジデンス・エー（平成16年６月取得） 

物件特性 

東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅から徒歩約６分。ＪＲ京葉線「八丁堀」駅から徒歩約３

分。中高層の事務所ビルと共同住宅が混在し、都心中心部へのアクセスに優れた利便性の高

い地域に位置しています。建物も防犯面においては、最新のセキュリティーが導入されてお

り、また、ジャクージバス、ディスポーザー、ＩＨクッキングヒーター、ドラム式洗濯乾燥

機等の設備を備えた築浅の物件です。 

特記事項 

下記（注２）の通り、信託不動産に係る建物の竣工後に容積率の緩和幅が縮小されたため、

同建物の容積率は基準容積率を上回っており、同建物はいわゆる既存不適格建物となってい

ます。 

（注１）当該敷地面積には、私道部分の面積も含まれています。 

（注２）信託不動産は、街並み誘導型地区計画区域（新川・茅場町街区）に位置しており、建築当時の基準容積率は886.6％でしたが、平成16

年４月１日に当該容積率緩和規定が改正されたため、現在の基準容積率は約793％です。 

 

過年度の収支状況等 
  （金額：千円）  

自）平成16年 
２月27日 

自）平成16年
４月１日

自）平成16年
10月１日

   

対象期間 
至）平成16年 

３月31日 
至）平成16年

９月30日
至）平成17年

３月31日
   

日数 34日 183日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 1,637 20,438 33,437  

賃貸料収入・共益費 1,637 20,427 32,632  

その他収入 0 10 805  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 1,731 5,208 6,167  

物件管理業務委託費用 1,563 3,836 4,008  

租税公課 0 752 768  

水道光熱費 0 0 0  

修繕費 0 0 772  

保険料 44 240 240  

その他支出 123 379 378  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ －93 15,229 27,270  

稼働率 23.21％ 94.42％ 87.81％  



 

－  － 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 財団法人日本不動産研究所  

鑑定評価額 1,010,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月１日  

 収益価格 1,010,000 直接還元法とＤＣＦ法を併用して収益価

格を試算 

  直接還元法による収益価格 1,020,000  

   (1) 有効総収益 71,475  

    賃料収入 71,452 賃貸市況動向を勘案して安定的な収入を

査定 

    その他収入 3,782 収受可能と見込まれる礼金・更新料等を

計上 

    潜在総収益 75,234  

    空室損失相当額 3,759 周辺の需給動向を勘案して査定 

    貸倒損失相当額 0 賃借人の状況等を勘案して計上しない 

   (2) 総費用 16,603  

    維持管理費等 9,516 過年度の実績額、周辺類似不動産の水準

等を考慮して計上 

    公租公課 4,008 平成16年度実績額を考慮して計上 

    損害保険料 480 実績額を計上 

    その他費用 2,599 周辺類似不動産の水準を考慮して計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 54,872  

   (4) 一時金の運用益等 226 一時金残高に稼動状況を勘案して査定 

   (5) 資本的支出 2,207 エンジニアリングレポートによる修繕更

新費用の年平均額を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 52,891  

   (7) 還元利回り 5.2％ 対象不動産の立地条件・建物条件・契約

条件等を総合的に勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 989,000  

   割引率 5.0％  

   最終還元利回り 5.6％  

  積算価格 866,000  

   土地比率 41.0％  

   建物比率 59.0％  

 



 

－  － 
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M-8 クレグラン銀座レジデンス 

特定資産の種類 不動産(注１) 

所在地 （住居表示） 東京都中央区銀座一丁目20番６号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 32 

敷地面積 175.16㎡(注２) 賃貸可能戸数 
45（店舗１戸を含みま

す。） 

用途地域 商業地域  賃貸戸数 36 
土地 

容積率／ 

建蔽率 
800％(注３)／80％ 賃貸可能面積 1,118.84㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 902.54㎡ 

延床面積 1,375.97㎡ 月額賃料 4,524,000円 

用途 共同住宅・店舗 敷金等 8,633,000円 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成16年７月22日 取得予定価格 1,127,000,000円 

ＰＭ委託先 三井不動産住宅リース株式会社 鑑定評価額 1,144,000,000円 

サブリース会社 ― (注４) 鑑定評価会社 株式会社中央不動産鑑定所

サブリースの種類 ─ (注４) 価格時点 平成17年１月31日 

信託受託者 ─ (注１) 

現所有者 株式会社クリード（平成16年８月取得） 

物件特性 
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅から徒歩約５分。中高層のマンション、事業所ビル等

が混在し、交通利便性が高い都心中心部の地域に位置しています。 

特記事項 

信託不動産に係る土地上に新たに建物を建築する際には、信託不動産に係る建物の建築後の

改正後の下記(注３)記載の地区計画により、本不動産に係る建物の建築時には適用のなかっ

た制限を受けます。 

（注１）信託不動産は、本投資法人が取得するに際し、みずほ信託銀行株式会社を信託受託者として信託され、本投資法人は、本不動産を信託

財産とする信託の受益権を取得します。 

（注２）当該敷地面積には、私道部分の面積も含まれています。 

（注３）信託不動産は、用途別容積型地区計画及び街並み誘導型地区計画（中央区銀座地区Ｂ地区）の適用地域に位置しており、建築時におい

ては、基準容積率は825％に緩和されておりました。 

（注４）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者と三井不動産住宅リース株式会社との間でパス・スルー

型のマスターリース契約が締結され、同社がサブリース会社となる予定です。 

 

過年度の収支状況等 
  （金額：千円）  

自）平成16年 
８月20日 

自）平成16年
10月１日

    

対象期間 
至）平成16年 

９月30日 
至）平成17年

３月31日
    

日数 42日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 2,637 24,383  

賃貸料収入・共益費 2,637 24,381  

その他収入 0 2  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 3,119 16,707  

物件管理業務委託費用 2,929 12,735  

租税公課 0 427  

水道光熱費 4 618  

修繕費 0 10  

保険料 49 214  

その他支出 135 2,699  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ －481 7,676  

稼働率 20.89％ 80.67％  



 

－  － 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 株式会社中央不動産鑑定所  

鑑定評価額 1,144,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月31日  

 収益価格 1,144,000 ＤＣＦ法による価格を採用 

  直接還元法による収益価格 1,201,000  

   (1) 有効総収益 67,305  

    賃料収入 69,024 新規賃料に基づき査定 

    その他収入 0  

    潜在総収益 69,024  

    空室損失相当額 1,719 平均空室率を2.4％と査定 

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 10,220  

    維持管理費 5,902 過去の実績等に基づき査定 

    公租公課 3,385 減額措置等を考慮し査定 

    損害保険料 416 実額を採用 

    その他費用 517 過去の実績等に基づき査定 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 57,085  

   (4) 一時金の運用益等 2,583 運用利回り2.0％ 

   (5) 資本的支出 2,004 ご提示資料に基づき査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 57,664  

   (7) 還元利回り 4.8％ 当社利回り表による 

  ＤＣＦ法による価格 1,144,000  

   割引率 4.5％ 当社利回り表による 

   最終還元利回り 5.3％ 同上 

  積算価格 548,000  

   土地比率 43.2％  

   建物比率 56.8％  

 



 

－  － 
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M-9 トゥールジョーヌ駒沢公園 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 東京都世田谷区駒沢二丁目７番１号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権（敷地権） テナント総数 255 

敷地面積 2,425.44㎡(注１) 賃貸可能戸数 
287（店舗１戸を含みま

す。） 

用途地域 商業地域 
第１種中高層住居専用地

域 
賃貸戸数 265 

土地 

容積率(注２)

／建蔽率 
500％／80％ 200％／60％ 賃貸可能面積 8,141.02㎡ 

所有形態 区分所有権（持分100％） 賃貸面積 7,515.58㎡ 

延床面積 11,468.94㎡ 月額賃料 39,298,800円 

用途 居宅・店舗 敷金等 82,866,400円 

構造・階数 
鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付30階

建 
不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成13年１月12日 取得予定価格 7,072,200,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 7,100,000,000円 

サブリース会社 
有限会社ロビン・インターナショナル 

(注３) 
鑑定評価会社 

大和不動産鑑定株式会社 

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年４月１日 

信託受託者 モルガン信託銀行株式会社(注４) 

現所有者 有限会社シングルレジデンス・エー（平成16年４月取得） 

物件特性 

東急田園都市線「駒沢大学」駅から、徒歩約２分。周辺環境は中高層の店舗付事務所ビルと

店舗付共同住宅が混在し、都内中心部に比較的接近した生活利便性の高い地域に位置してい

ます。建物は、30階建ての高層棟マンション、中層棟、低層棟に分かれた配置になってお

り、ディスポーザー、ＩＨクッキングヒーター、ドラム式洗濯乾燥機、ビルトイン浄水器等

の設備を備えた物件です。 

特記事項 該当事項なし。 

（注１）当該敷地面積には、私道部分の面積も含まれています。 

（注２）両地域の容積率の加重平均は、356.42％となります。 

（注３）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者とダーウィンとの間でパス・スルー型のマスターリース

契約が締結され、同社がサブリース会社となる予定です。 

（注４）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者がみずほ信託銀行株式会社に変更される予定です。 

 

過年度の収支状況等 
   （金額：千円）

自）平成14年 
７月５日 

自）平成14年
10月１日

自）平成15年
４月１日

自）平成15年
10月１日

自）平成16年 
４月１日 

自）平成16年
10月１日

対象期間 
至）平成14年 

９月30日 
至）平成15年

３月31日
至）平成15年

９月30日
至）平成16年

３月31日
至）平成16年 

９月30日 
至）平成17年

３月31日

日数 88日 182日 183日 183日 183日 182日

Ａ. 賃貸事業収入  小計 124,718 257,464 256,774 239,451 247,086 248,751

賃貸料収入・共益費 121,284 254,239 250,151 233,602 240,178 241,578

その他収入 3,434 3,224 6,623 5,849 6,908 7,173

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 34,976 66,574 71,472 62,867 56,740 57,508

物件管理業務委託費用 19,656 40,239 39,998 37,715 32,427 30,600

租税公課 2,703 5,348 5,711 5,711 4,638 4,613

水道光熱費 2,430 4,325 3,895 3,889 4,119 4,376

修繕費 4,247 5,969 10,361 8,649 10,711 12,768

保険料 4,188 7,245 8,014 3,415 1,354 1,600

その他支出 1,750 3,446 3,492 3,486 3,488 3,547

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 89,742 190,889 185,302 176,584 190,346 191,243

稼働率 91.42％ 88.55％ 90.06％ 90.68％ 94.30％ 92.32％
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 大和不動産鑑定株式会社  

鑑定評価額 7,100,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年４月１日  

 収益価格 7,100,000 ＤＣＦ法及び直接還元法による価格を相

互に関連付けて収益価格を試算 

  直接還元法による収益価格 7,240,000  

   (1) 有効総収益 453,267  

    賃料収入 476,843 想定賃料に基づき査定 

    その他収入 14,576 権利金・更新料収入等を計上 

    潜在総収益 491,419  

    空室損失相当額 38,152 対象物件の市場競争力等を考慮して査定

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 81,967  

    維持管理費等 48,426 見積額を参考に査定 

    公租公課 19,534 想定額を計上 

    損害保険料 3,211 平成16年度実額を計上 

    その他費用 10,797 テナント募集費用等を計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 371,300  

   (4) 一時金の運用益等 1,574 運用利回り2.0％にて運用するものとして

査定 

   (5) 資本的支出 18,096 株式会社ハイ国際コンサルタント作成の

建物調査診断報告書等を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 354,778  

   (7) 還元利回り 4.9％ 対象不動産の地域性・個別性を総合的に

勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 6,960,000  

   割引率 4.8％  

   最終還元利回り 5.1％  

  積算価格 4,320,000  

   土地比率 52.9％  

   建物比率 47.1％  
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M-10 メゾン・ド・ヴィレ梅田（SM）／（SA） 

特定資産の種類 信託不動産(注１) 

所在地 （住居表示） 大阪市北区曽根崎一丁目３番６号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 100(注２) 

敷地面積 631.79㎡(注５) 賃貸可能戸数 
147（店舗１戸を含みま

す。）(注３) 

用途地域 商業地域  賃貸戸数 138(注４) 
土地 

容積率／ 

建蔽率 
800％／80％ 賃貸可能面積 4,469.53㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 4,223.24㎡ 

延床面積 7,105.00㎡（駐車場39.69㎡含む） 月額賃料 18,728,000円 

用途 共同住宅・店舗 敷金等 33,829,000円 

構造・階数 
鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート

造陸屋根地下１階付25階建 
不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成15年８月29日 取得予定価格 2,850,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 2,850,000,000円 

サブリース会社 株式会社ダーウィン 鑑定評価会社 財団法人日本不動産研究所

サブリースの種類 パス・スルー(注６) 価格時点 平成17年１月１日 

信託受託者 ＵＦＪ信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社シングルレジデンス・エー（平成16年６月取得） 

物件特性 

大阪市営地下鉄谷町線「東梅田」駅から徒歩約５分。大阪市営地下鉄御堂筋線「梅田」駅か

ら徒歩約９分。中高層の事務所ビルと共同住宅が混在し、都心部へのアクセスに優れた利便

性の高い地域に位置しています。建物は、シンプルなデザインの超高層マンションになりま

す。フロントでは24時間体制で管理人が常駐し、また高水準のセキュリティーシステムを導

入した高い防犯性を備えています。ジャクージバス、ディスポーザー、ＩＨクッキングヒー

ター、ドラム式洗濯乾燥機等の設備を備えた築浅の物件です。 

特記事項 

信託不動産に係る建物は、大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱における駐車台数を

確保しておりませんが、これを確保するために、近隣の駐車場貸主との間で駐車場を優先的

に借り受けるための合意をしています。 

（注１）信託不動産は、シングルマンション（SM）部分（店舗１戸を含みます。）とサービスアパートメント（SA）部分から構成されており、

上表の数値にはサービスアパートメント（SA）の数値が含まれています。 

（注２）テナント総数のうち86テナントがシングルマンション（SM）として、14テナントがサービスアパートメント（SA）として賃借していま

す。 

（注３）賃貸可能戸数のうち117戸がシングルマンション（SM）用、30戸がサービスアパートメント（SA）用です。 

（注４）賃貸戸数のうち113戸がシングルマンション（SM）として、25戸がサービスアパートメント（SA）として賃貸されています。 

（注５）敷地面積には、私道部分の面積も含まれています。 

（注６）本投資法人による取得後は、サービスアパートメント（SA）部分については、固定賃料型に変更される予定です。 
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過年度の収支状況等 
  （金額：千円）  

自）平成15年 
10月31日 

自）平成16年
４月１日

自）平成16年
10月１日

   

対象期間 
至）平成16年 

３月31日 
至）平成16年

９月30日
至）平成17年

３月31日
   

日数 153日 183日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 33,151 92,515 110,215  

賃貸料収入・共益費 33,130 92,158 108,862  

その他収入 21 356 1,353  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 21,099 31,903 34,529  

物件管理業務委託費用 16,045 20,855 21,945  

租税公課 0 4,519 4,495  

水道光熱費 1,798 2,457 2,527  

修繕費 420 250 1,303  

保険料 827 989 983  

その他支出 2,008 2,830 3,274  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 12,052 60,611 75,686  

稼働率 57.90％ 93.26％ 94.49％  

過年度の収支状況はサービスアパートメント（SA）の部分を含んで記載しております。 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 財団法人日本不動産研究所  

鑑定評価額 2,850,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月１日  

 収益価格 2,850,000 直接還元法とＤＣＦ法を併用して収益価

格を試算 

  直接還元法による収益価格 2,880,000  

   (1) 有効総収益 231,186  

    賃料収入 192,654 賃貸市況動向を勘案して安定的な収入を

査定 

    その他収入 55,188 マンスリー部分の収入等を計上 

    潜在総収益 247,842  

    空室損失相当額 16,656 周辺の需給動向を勘案して査定 

    貸倒損失相当額 0 賃借人の状況等を勘案して計上しない 

   (2) 総費用 57,661  

    維持管理費等 35,783 過年度の実績額、周辺類似不動産の水準

等を考慮して計上 

    公租公課 15,603 平成16年度実績額を考慮して計上 

    損害保険料 1,960 実績額を計上 

    その他費用 4,315 周辺類似不動産の水準を考慮して計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 173,526  

   (4) 一時金の運用益等 670 一時金残高に稼動状況を勘案して査定 

   (5) 資本的支出 10,214 エンジニアリングレポートによる修繕更

新費用の年平均額を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 163,982  

   (7) 還元利回り 5.7％ 対象不動産の立地条件・建物条件・契約

条件等を総合的に勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 2,820,000  

   割引率 5.5％  

   最終還元利回り 6.0％  

  積算価格 2,410,000  

   土地比率 22.5％  

   建物比率 77.5％  
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M-11 メゾン・ド・ヴィレ中之島 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 大阪府大阪市北区中之島三丁目５番19号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権（敷地権） テナント総数 35 

敷地面積 375.95㎡ 賃貸可能戸数 38 

用途地域 商業地域  賃貸戸数 38 土地 

容積率／ 

建蔽率 
600％(注１)／80％ 賃貸可能面積 1,242.30㎡ 

所有形態 区分所有権（持分100％） 賃貸面積 1,242.30㎡ 

延床面積 1,486.57㎡ 月額賃料 4,941,265円 

用途 居宅 敷金等 8,263,000円 

構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成13年６月１日 取得予定価格 645,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 650,000,000円 

サブリース会社 
有限会社タラキー・インターナショナル

(注２) 
鑑定評価会社 

財団法人日本不動産研究所

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月１日 

信託受託者 モルガン信託銀行株式会社(注３) 

現所有者 有限会社リーステム・パートナーズ（平成15年７月取得） 

物件特性 

大阪市営地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅から徒歩約４分。「肥後橋」駅から「西梅田」駅まで

約５分。中高層共同住宅、店舗、戸建住宅が混在し、都心部へのアクセスに優れた利便性の

高い地域に位置しています。ディスポーザー、ＩＨクッキングヒーター、ドラム式洗濯乾燥

機等の設備を備えた物件です。 

特記事項 

１．信託不動産東部に現存する通路について、近隣の通路利用者との間で通路確保に関する

「覚書」を締結しており、将来にわたり当該通路を確保することとなっています。 

２．信託不動産に係る建物は、大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱における駐車台

数を確保していませんが、これを確保するために、近隣の駐車場貸主との間で駐車場を

優先的に借り受けるための合意をしています。 

（注１）信託不動産の容積率は、前面道路幅員による規制により360％に制限されています。 

（注２）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者とダーウィンとの間でパス・スルー型のマスターリース

契約が締結され、同社がサブリース会社となる予定です。 

（注３）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者がみずほ信託銀行株式会社に変更される予定です。 
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過年度の収支状況等 
   （金額：千円）

自）平成14年 
７月５日 

自）平成14年
10月１日

自）平成15年
４月１日

自）平成15年
10月１日

自）平成16年 
４月１日 

自）平成16年
10月１日

対象期間 
至）平成14年 

９月30日 
至）平成15年

３月31日
至）平成15年

９月30日
至）平成16年

３月31日
至）平成16年 

９月30日 
至）平成17年

３月31日

日数 88日 182日 183日 183日 183日 182日

Ａ. 賃貸事業収入  小計 15,486 28,521 25,508 27,626 26,615 28,974

賃貸料収入・共益費 15,471 28,280 25,089 27,337 26,399 28,726

その他収入 14 240 419 288 215 247

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 3,340 6,829 7,630 7,546 7,056 6,937

物件管理業務委託費用 2,481 4,523 3,852 3,987 3,547 3,360

租税公課 0 0 1,241 1,241 1,232 1,225

水道光熱費 183 706 697 727 831 970

修繕費 140 474 704 459 306 255

保険料 175 366 368 361 366 360

その他支出 359 758 765 770 771 765

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 12,146 21,691 17,878 20,079 19,558 22,036

稼働率 91.38％ 83.19％ 75.01％ 77.65％ 100.00％ 100.00％
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 財団法人日本不動産研究所  

鑑定評価額 650,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月１日  

 収益価格 650,000 直接還元法とＤＣＦ法を併用して収益価

格を試算 

  直接還元法による収益価格 656,000  

   (1) 有効総収益 53,799  

    賃料収入 57,544 賃貸市況動向を勘案して安定的な収入を

査定 

    その他収入 0  

    潜在総収益 57,544  

    空室損失相当額 3,745 周辺の需給動向を勘案して査定 

    貸倒損失相当額 0 賃借人の状況等を勘案して計上しない 

   (2) 総費用 11,682  

    維持管理費等 7,292 周辺類似不動産の水準等を考慮して計上

    公租公課 3,387 平成16年度実績額を考慮して計上 

    損害保険料 433 実績額を計上 

    その他費用 570 周辺類似不動産の水準を考慮して計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 42,117  

   (4) 一時金の運用益等 177 一時金残高に稼動状況を勘案して査定 

   (5) 資本的支出 2,947 エンジニアリングレポートによる修繕更

新費用の年平均額を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 39,347  

   (7) 還元利回り 6.0％ 対象不動産の立地条件・建物条件・契約

条件等を総合的に勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 644,000  

   割引率 5.8％  

   最終還元利回り 6.3％  

  積算価格 514,000  

   土地比率 34.8％  

   建物比率 65.2％  
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M-12 ジュネス阿波座 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 大阪府大阪市西区立売堀四丁目６番12号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 57 

敷地面積 296.88㎡ 賃貸可能戸数 63 

用途地域 商業地域 賃貸戸数 63 土地 

容積率／ 

建蔽率 
600％／80％ 賃貸可能面積 1,618.38㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 1,618.38㎡ 

延床面積 1,999.88㎡ 月額賃料 4,622,000円 

用途 共同住宅 敷金等 3,870,000円 

構造・階数 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート

造陸屋根10階建 
不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成14年３月６日 取得予定価格 664,800,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 669,000,000円 

サブリース会社 株式会社ダーウィン 鑑定評価会社 大和不動産鑑定株式会社 

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月16日 

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

現所有者 株式会社ダーウィン（平成16年９月取得） 

物件特性 

大阪市営地下鉄中央線、千日前線「阿波座」駅から徒歩約３分。中高層の事務所ビル及び賃

貸共同住宅等が混在する地域に位置しています。最寄駅から梅田駅まで約７分と都心への接

近性も良好であり、単身ビジネスマン等の需要が見込まれる物件です。 

特記事項 

信託不動産に係る建物は、大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱における駐車台数を

確保していませんが、これを確保するために、近隣の駐車場貸主との間で駐車場を優先的に

借り受けるための合意をしています。 

 

過年度の収支状況等 
  （金額：千円）     

自）平成16年 
９月30日 

自）平成16年
10月１日

    

対象期間 
至）平成16年 

９月30日 
至）平成17年

３月31日
    

日数 1日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 138 26,023  

賃貸料収入・共益費 138 26,015  

その他収入 0 8  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 0 1,408  

物件管理業務委託費用 0 0  

租税公課 0 0  

水道光熱費 0 0  

修繕費 0 639  

保険料 0 0  

その他支出 0 768  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 138 24,615  

稼働率 93.59％ 100.00％  
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 大和不動産鑑定株式会社  

鑑定評価額 669,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月16日  

 収益価格 669,000 ＤＣＦ法及び直接還元法による価格を相

互に関連付けて収益価格を試算 

  直接還元法による収益価格 671,000  

   (1) 有効総収益 56,864  

    賃料収入 55,535 想定賃料に基づき査定 

    その他収入 5,217 敷金償却額を計上 

    潜在総収益 60,752  

    空室損失相当額 3,887 対象物件の市場競争力等を考慮して査定

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 12,835  

    維持管理費等 6,890 見積額を参考に査定 

    公租公課 3,871 想定額を計上 

    損害保険料 500 平成16年度実額を計上 

    その他費用 1,574 テナント募集費用等を計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 44,029  

   (4) 一時金の運用益等 69 運用利回り2.0％にて運用するものとして

査定 

   (5) 資本的支出 3,176 日建設計マネジメントソリューションズ

株式会社作成の建物状況評価報告書等を

参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 40,922  

   (7) 還元利回り 6.1％ 対象不動産の地域性・個別性を総合的に

勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 666,000  

   割引率 5.8％  

   最終還元利回り 6.3％  

  積算価格 579,000  

   土地比率 16.4％  

   建物比率 83.6％  
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M-13 T'sDream丸の内 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 愛知県名古屋市西区幅下二丁目11番21号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 63 

敷地面積 545.08㎡ 賃貸可能戸数 72 

用途地域 商業地域 賃貸戸数 71 土地 

容積率／ 

建蔽率 
400％／80％ 賃貸可能面積 1,981.26㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 1,953.67㎡ 

延床面積 2,284.30㎡ 月額賃料 4,973,000円 

用途 共同住宅 敷金等 10,033,000円 

構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成16年２月16日 取得予定価格 695,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 695,000,000円 

サブリース会社 株式会社ダーウィン 鑑定評価会社 大和不動産鑑定株式会社 

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月16日 

信託受託者 みずほ信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社シングルレジデンス・インベストメント（平成16年10月取得） 

物件特性 

名古屋市営地下鉄鶴舞線「丸の内」駅から徒歩約10分。一般住宅を主体に共同住宅及び商店

等も見られる住宅地に位置しています。「丸の内」「名駅」等のオフィスエリアへ徒歩圏に

あり、商業中心エリアへのアクセスもよく、通勤利便性は極めて良好な物件です。 

特記事項 

信託不動産に係る建物は、名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関す

る条例における駐車台数を確保していませんが、これを確保するために、近隣の駐車場貸主

との間で駐車場を優先的に借り受けるための合意をしています。 

 

過年度の収支状況等 
 （金額：千円）      

自）平成16年 
10月29日 

     

対象期間 
至）平成17年 

３月31日 
     

日数 154日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 24,767  

賃貸料収入・共益費 24,240  

その他収入 526  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 4,773  

物件管理業務委託費用 3,814  

租税公課 0  

水道光熱費 0  

修繕費 526  

保険料 0  

その他支出 433  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 19,993  

稼働率 98.61％  
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 大和不動産鑑定株式会社  

鑑定評価額 695,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月16日  

 収益価格 695,000 ＤＣＦ法及び直接還元法による価格を相

互に関連付けて収益価格を試算 

  直接還元法による収益価格 697,000  

   (1) 有効総収益 59,454  

    賃料収入 61,614 想定賃料に基づき査定 

    その他収入 2,170 権利金・更新料収入等を計上 

    潜在総収益 63,784  

    空室損失相当額 4,330 対象物件の市場競争力等を考慮して査定

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 14,490  

    維持管理費等 8,110 見積額を参考に査定 

    公租公課 4,308 想定額を計上 

    損害保険料 479 平成16年度実額を計上 

    その他費用 1,593 テナント募集費用等を計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 44,964  

   (4) 一時金の運用益等 172 運用利回り2.0％にて運用するものとして

査定 

   (5) 資本的支出 3,985 日建設計マネジメントソリューションズ

株式会社作成の建物状況評価報告書等を

参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 41,151  

   (7) 還元利回り 5.9％ 対象不動産の地域性・個別性を総合的に

勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 692,000  

   割引率 5.6％  

   最終還元利回り 6.1％  

  積算価格 716,000  

   土地比率 19.9％  

   建物比率 80.1％  
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M-14 メゾン・ド・ヴィレ北23条 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 
北海道札幌市北区北二十三条西七丁目３番

１号 
賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権（敷地権） テナント総数 27 

敷地面積 550.74㎡ 賃貸可能戸数 30 

用途地域 第２種中高層住居専用地域 賃貸戸数 27 土地 

容積率／ 

建蔽率 
200％／60％ 賃貸可能面積 810.90㎡ 

所有形態 区分所有権（持分100％） 賃貸面積 729.90㎡ 

延床面積 1,301.81㎡ 月額賃料 1,448,000円 

用途 居宅 敷金等 1,448,000円 

構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成８年２月14日 取得予定価格 145,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ダーウィン 鑑定評価額 150,000,000円 

サブリース会社 
有限会社タラキー・インターナショナル

(注１) 
鑑定評価会社 財団法人日本不動産研究所

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月１日 

信託受託者 モルガン信託銀行株式会社(注２) 

現所有者 有限会社リーステム・パートナーズ（平成15年７月取得） 

物件特性 

札幌市営地下鉄南北線「北24条」駅から徒歩約６分。周辺は、公共公益施設や商業施設など

の各種利便施設もあり、最寄り駅から札幌の中心地である「大通」駅まで４駅約８分とアク

セスの優れた利便性の高い地域に位置しています。 

特記事項 

信託不動産に係る建物は、札幌市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱にお

ける駐車場台数を確保していませんが、これを確保するために、近隣の駐車場貸主との間で

駐車場を優先的に借り受けるための合意をしています。 

（注１）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者とダーウィンとの間でパス・スルー型のマスターリース

契約が締結され、同社がサブリース会社となる予定です。 

（注２）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者がみずほ信託銀行株式会社に変更される予定です。 

 

過年度の収支状況等 
      （金額：千円）

自）平成14年 
７月５日 

自）平成14年
10月１日

自）平成15年
４月１日

自）平成15年
10月１日

自）平成16年 
４月１日 

自）平成16年
10月１日

対象期間 
至）平成14年 

９月30日 
至）平成15年

３月31日
至）平成15年

９月30日
至）平成16年

３月31日
至）平成16年 

９月30日 
至）平成17年

３月31日

日数 88日 182日 183日 183日 183日 182日

Ａ. 賃貸事業収入  小計 5,445 10,505 10,577 10,478 10,404 9,531

賃貸料収入・共益費 5,444 10,498 10,291 10,179 10,149 9,447

その他収入 0 6 285 298 254 84

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 1,135 2,582 3,907 3,557 3,640 3,128

物件管理業務委託費用 945 1,932 1,816 1,930 1,569 1,557

租税公課 0 0 909 909 908 903

水道光熱費 0 253 173 205 193 250

修繕費 0 5 617 116 575 27

保険料 62 130 128 125 125 124

その他支出 127 260 262 270 268 264

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 4,309 7,923 6,669 6,920 6,763 6,402

稼働率 100.00％ 93.38％ 93.38％ 100.00％ 93.38％ 90.01％
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 財団法人日本不動産研究所  

鑑定評価額 150,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月１日  

 収益価格 150,000 直接還元法とＤＣＦ法を併用して収益価

格を試算 

  直接還元法による収益価格 155,000  

   (1) 有効総収益 19,808  

    賃料収入 21,700 賃貸市況動向を勘案して安定的な収入を

査定 

    その他収入 0  

    潜在総収益 21,700  

    空室損失相当額 1,892 周辺の需給動向を勘案して査定 

    貸倒損失相当額 0 賃借人の状況等を勘案して計上しない 

   (2) 総費用 5,689  

    維持管理費等 3,228 過年度の実績額、周辺類似不動産の水準

等を考慮して計上 

    公租公課 1,812 平成16年度実績額を考慮して計上 

    損害保険料 249 実績額を計上 

    その他費用 400 周辺類似不動産の水準を考慮して計上 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 14,119  

   (4) 一時金の運用益等 48 一時金残高に稼動状況を勘案して査定 

   (5) 資本的支出 3,334 エンジニアリングレポートによる修繕更

新費用の年平均額を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 10,833  

   (7) 還元利回り 7.0％ 対象不動産の立地条件・建物条件・契約

条件等を総合的に勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 147,000  

   割引率 7.0％  

   最終還元利回り 7.5％  

  積算価格 223,000  

   土地比率 24.0％  

   建物比率 76.0％  
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M-15 グランブルー平尾 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 福岡県福岡市南区那の川二丁目４番32号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 181 

敷地面積 1,599.97㎡ 賃貸可能戸数 
199（店舗３戸を含みま

す。） 

用途地域 商業地域 賃貸戸数 184 
土地 

容積率／ 

建蔽率 
400％／80％ 賃貸可能面積 6,262.12㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 5,506.42㎡ 

延床面積 6,476.24㎡ 月額賃料 13,171,409円 

用途 共同住宅・店舗 敷金等  8,752,350円 

構造・階数 
鉄骨鉄筋コンクリート造コンクリート屋根

15階建 
不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成15年３月６日 取得予定価格 2,300,000,000円 

ＰＭ委託先 株式会社ディックスクロキ(注) 鑑定評価額 2,320,000,000円 

サブリース会社 
有限会社エヌ・シー・アール・アイ・ワン

(注) 
鑑定評価会社 株式会社中央不動産鑑定所

サブリースの種類 パス・スルー 価格時点 平成17年１月31日 

信託受託者 ＵＦＪ信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社エヌ・シー・アール・アイ・ワン（平成15年12月取得） 

物件特性 
西鉄天神大牟田線「平尾」駅から、徒歩約８分。中高層のマンション、事業所ビル等が混在

し、天神・博多駅周辺地区に近接する交通利便性が高い地域に位置しています。 

特記事項 

１．北側道路は、都市計画道路（3.2.11別府香椎線。幅員25ｍ、現在の接道面から2.5

ｍ。）が、計画されています。 

２．信託不動産に係る建物は、福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び福

岡市建築紛争の予防と調整に関する条例における駐車場台数を確保していませんが、こ

れを確保するために、近隣の駐車場貸主との間で駐車場を優先的に借り受けるための合

意をしています。 

（注）信託不動産については、本投資法人が信託の受益権を取得した後、信託受託者とダーウィンとの間でパス・スルー型のマスターリース兼

プロパティ・マネジメント契約が締結され、同社がＰＭ委託先兼サブリース会社となる予定です。 

 

過年度の収支状況等 
   （金額：千円）    

自）平成15年 
12月22日 

自）平成16年
４月１日

自）平成16年
10月１日

 

対象期間 
至）平成16年 

３月31日 
至）平成16年

９月30日
至）平成17年

３月31日
 

日数 101日 183日 182日  

Ａ. 賃貸事業収入  小計 50,144 84,346 88,763  

賃貸料収入・共益費 47,290 79,819 81,511  

その他収入 2,854 4,526 7,252  

Ｂ. 賃貸事業費用  小計 13,978 31,044 33,566  

物件管理業務委託費用 4,431 7,505 12,311  

租税公課 2,817 5,667 5,635  

水道光熱費 974 2,886 3,018  

修繕費 937 5,518 4,088  

保険料 282 465 435  

その他支出 899 1,999 2,164  

Ｃ. 賃貸事業損益＝Ａ－Ｂ 36,166 53,301 55,197  

稼働率 91.93％ 80.92％ 87.93％  
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 株式会社中央不動産鑑定所  

鑑定評価額 2,320,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年１月31日  

 収益価格 2,320,000 ＤＣＦ法による価格を採用 

  直接還元法による収益価格 2,363,000  

   (1) 有効総収益 176,564  

    賃料収入 182,427 新規賃料に基づき査定 

    その他収入 5,412  

    潜在総収益 187,839  

    空室損失相当額 11,275 平均空室率を5.8％と査定 

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 総費用 35,175  

    維持管理費 18,721 過去の実績等に基づき査定 

    公租公課 12,872 減額措置等を考慮し査定 

    損害保険料 831 実額を採用 

    その他費用 2,751 過去の実績等に基づき査定 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 141,389  

   (4) 一時金の運用益等 6,552 運用利回り2.0％ 

   (5) 資本的支出 10,876 ご提示資料に基づき査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 137,065  

   (7) 還元利回り 5.8％ 当社利回り表による 

  ＤＣＦ法による価格 2,320,000  

   割引率 5.5％ 当社利回り表による 

   最終還元利回り 6.3％ 同上 

  積算価格 1,973,000  

   土地比率 30.9％  

   建物比率 69.1％  
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H-1 スーパーホテル大阪・天王寺 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 大阪府大阪市天王寺区逢阪二丁目３番３号 賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 1 

敷地面積 490.65㎡ 賃貸可能戸数 124 

用途地域 商業地域 第２種住居地域 賃貸戸数 124 土地 

容積率(注１)

／建蔽率 
600％／80％ 400％／80％ 賃貸可能面積 2,486.39㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 2,486.39㎡ 

延床面積 2,486.39㎡ 月額賃料 6,270,000円 

用途 ホテル 敷金等 27,340,000円 

構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根９階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成16年１月９日 取得価格 1,173,000,000円 

ホテル運営会社 株式会社スーパーホテル 鑑定評価額 1,180,000,000円 

サブリース会社 有限会社ビーナス・プロパティー(注２) 鑑定評価会社 大和不動産鑑定株式会社 

サブリースの種類 パス・スルー(注３) 価格時点 平成17年３月１日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社ビーナス・プロパティー（平成16年８月取得） 

物件特性 大阪市営地下鉄谷町線「天王寺」駅より徒歩約８分に位置しており、「天王寺」以南エリア

のビジネス客、商業施設関係者の宿泊需要が存するほか、昔ながらの町並みを残す「通天

閣」界隈、ＵＳＪ等への観光客の需要も認められます。また、設備仕様面においては、シン

グルルームへのセミダブルベッドの設置、朝食の無料提供、低価格飲料自動販売機の設置、

天然温泉による共同浴室があります。 

特記事項 該当事項なし。 

（注１）両地域の容積率の加重平均は510.15％となります。 

（注２）本投資法人が信託の受益権を取得した後、株式会社スーパーホテルに一括賃貸する予定です。 

（注３）本投資法人が信託の受益権を取得した後、固定賃料型に変更する予定です。 

 

過年度の収支状況等 

 信託不動産の受益権の現保有者から信託不動産の過年度の収支状況等について提供を受けている数値

は以下のとおりです。 

 （注）① 年間賃料想定金額 75,240千円 （ホテル運営会社とサブリース会社間で締結されている定期建物賃

貸借契約による固定月額賃料の12か月分） 

 ② 土地に係る租税公課（平成16年度の実績額） 2,137千円 

 ③ 保険料（平成16年度の支払実績額） 698千円 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 大和不動産鑑定株式会社  

鑑定評価額 1,180,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年３月１日  

 収益価格 1,180,000 ＤＣＦ法及び直接還元法による価格を相

互に関連付けて収益価格を試算 

  直接還元法による収益価格 1,180,000  

   (1) 有効総収入 75,240  

    賃料収入 75,240 賃貸借契約に基づき計上 

    その他収入 0  

    潜在総収入 75,240  

    空室損失相当額 0 賃料確定型の一括賃貸借のため100％稼働

として計上 

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 費用合計 7,613  

    維持管理費等 240  

    公租公課 6,817 一括賃貸借契約を考慮して査定 

    損害保険料 555 想定額を計上 

    その他費用 0 見積額を参考に査定 

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 67,627  

   (4) 一時金の運用益等 547 運用利回り2.0％にて運用するものとして

査定 

   (5) 資本的支出 945 株式会社ハイ国際コンサルタント作成の

建物状況評価報告書等を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 67,229  

   (7) 還元利回り 5.7％ 対象不動産の地域性・個別性を総合的に

勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 1,180,000  

   割引率 5.0％  

   最終還元利回り 6.0％  

  積算価格 799,000  

   土地比率 31.9％  

   建物比率 68.1％  
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H-2 スーパーホテル京都・烏丸五条 

特定資産の種類 信託不動産 

所在地 （住居表示） 
京都府京都市下京区烏丸通五条下る大阪町

396番３ 
賃貸借の状況（平成17年３月31日現在） 

所有形態 所有権 テナント総数 1 

敷地面積 337.23㎡ 賃貸可能戸数 108 

用途地域 商業地域 賃貸戸数 108 土地 

容積率／ 

建蔽率 
600％／80％ 賃貸可能面積 2,144.02㎡ 

所有形態 所有権 賃貸面積 2,144.02㎡ 

延床面積 2,144.02㎡ 月額賃料 5,197,000円 

用途 ホテル 敷金等 22,660,000円 

構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 不動産鑑定価格等 

建物 

建築時期 平成16年１月19日 取得価格 978,000,000円 

ホテル運営会社 株式会社スーパーホテル 鑑定評価額 985,000,000円 

サブリース会社 有限会社ビーナス・プロパティー(注１) 鑑定評価会社 大和不動産鑑定株式会社 

サブリースの種類 パス・スルー(注２) 価格時点 平成17年３月１日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

現所有者 有限会社ビーナス・プロパティー（平成16年８月取得） 

物件特性 

京都市営地下鉄「五条」駅より徒歩約１分、交通の要衝である「京都」駅並びに商業の中心

である「四条」駅にそれぞれ１駅と交通接近性が良好であり、ホテル利用者の利便性に優れ

ています。また、設備仕様としては、シングルルームへのセミダブルベッドの設置、朝食の

無料提供、低価格飲料自動販売機の設置等がなされております。 

特記事項 該当事項なし。 

（注１）本投資法人が信託の受益権を取得した後、株式会社スーパーホテルに一括賃貸する予定です。 

（注２）本投資法人が信託の受益権を取得した後、固定賃料型に変更する予定です。 

 

過年度の収支状況等 

 信託不動産の受益権の現保有者から信託不動産の過年度の収支状況等について提供を受けている数値

は以下のとおりです。 

 （注）① 年間賃料想定金額 62,364千円 （ホテル運営会社とサブリース会社間で締結されている定期建物賃

貸借契約による固定月額賃料の12か月分） 

 ② 土地に係る租税公課（平成16年度の実績額） 1,919千円 

 ③ 保険料（平成16年度の支払実績額） 527千円 
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鑑定評価サマリー 

  （金額：千円）

 内容 根拠等 

鑑定機関 大和不動産鑑定株式会社  

鑑定評価額 985,000  

 価格の種類 特定価格  

 価格時点 平成17年３月１日  

 収益価格 985,000 ＤＣＦ法及び直接還元法による価格を相

互に関連付けて収益価格を試算 

  直接還元法による収益価格 991,000  

   (1) 有効総収入 62,364  

    賃料収入 62,364 賃貸借契約に基づき計上 

    その他収入 0  

    潜在総収入 62,364  

    空室損失相当額 0 賃料確定型の一括賃貸借のため100％稼働

として計上 

    貸倒損失相当額 0  

   (2) 費用合計 6,521  

    維持管理費等 240 一括賃貸借契約を考慮して査定 

    公租公課 5,834 想定額を計上 

    損害保険料 447 見積額を参考に査定 

    その他費用 0  

   (3) 賃貸純収益（ＮＯＩ(1)－(2)） 55,843  

   (4) 一時金の運用益等 453 運用利回り2.0％にて運用するものとして

査定 

   (5) 資本的支出 816 株式会社ハイ国際コンサルタント作成の

建物状況評価報告書等を参考に査定 

   (6) 正味純収益（ＮＣＦ(3)＋(4)－(5)） 55,480  

   (7) 還元利回り 5.6％ 対象不動産の地域性・個別性を総合的に

勘案して査定 

  ＤＣＦ法による価格 985,000  

   割引率 5.0％  

   最終還元利回り 5.9％  

  積算価格 664,000  

   土地比率 31.2％  

   建物比率 68.8％  
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(ホ）鑑定評価書の概要 

物件 
番号 

物件名称 
取得予定価格
（百万円） 

鑑定評価額
（百万円）

直接還元法
による価格
（百万円）

還元
利回り

ＤＣＦ法 
による価格 

割引率 
最終還元
利回り

積算価格
（百万円）

M-1 メゾン・ド・ヴィレ芝公園 954.0 954 975 4.9％ 932 4.8％ 5.1％ 628

M-2 メゾン・ド・ヴィレ三田 1,250.0 1,250 1,280 4.9％ 1,220 4.8％ 5.1％ 937

M-3 クレグラン高輪 900.0 900 912 5.0％ 879 4.8％ 5.4％ 818

M-4 ラ・レジダンス・ド・白金台 947.0 947 968 4.9％ 926 4.8％ 5.1％ 633

M-5 メゾン・ド・ヴィレ銀座東 1,613.0 1,630 1,640 5.2％ 1,580 5.0％ 5.6％ 998

M-6 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅱ 2,170.0 2,170 2,180 5.2％ 2,100 5.0％ 5.6％ 1,660

M-7 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 1,010.0 1,010 1,020 5.2％ 989 5.0％ 5.6％ 866

M-8 クレグラン銀座レジデンス 1,127.0 1,144 1,201 4.8％ 1,144 4.5％ 5.3％ 548

M-9 トゥ－ルジョーヌ駒沢公園 7,072.2 7,100 7,240 4.9％ 6,960 4.8％ 5.1％ 4,320

M-10 
メゾン・ド・ヴィレ梅田（SM）
（SA）（注） 

2,850.0 2,850 2,880 5.7％ 2,820 5.5％ 6.0％ 2,410

M-11 メゾン・ド・ヴィレ中之島 645.0 650 656 6.0％ 644 5.8％ 6.3％ 514

M-12 ジュネス阿波座 664.8 669 671 6.1％ 666 5.8％ 6.3％ 579

M-13 T'sDream丸の内 695.0 695 697 5.9％ 692 5.6％ 6.1％ 716

M-14 メゾン・ド・ヴィレ北23条 145.0 150 155 7.0％ 147 7.0％ 7.5％ 223

M-15 グランブルー平尾 2,300.0 2,320 2,363 5.8％ 2,320 5.5％ 6.3％ 1,973

H-1 スーパーホテル大阪・天王寺 1,173.0 1,180 1,180 5.7％ 1,180 5.0％ 6.0％ 799

H-2 スーパーホテル京都・烏丸五条 978.0 985 991 5.6％ 985 5.0％ 5.9％ 664

（注）M-10メゾン・ド・ヴィレ梅田は、シングルマンション（SM）部分とサービスアパートメント（SA）部分を一体として鑑定した数値を記載

しています。 
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(ヘ）建物状況報告書の概要 

物件 
番号 

物件名称 建物状況報告書作成者 報告書作成時期
緊急を要す
る修繕費用
（千円）

１年以内に必 
要と思われる 
修繕費用 
（千円） 

今後12年以内
に必要と思わ
れる修繕費用
（千円） 

再調達価格
（千円）

M-1 メゾン・ド・ヴィレ芝公園 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成16年12月 0 0 27,430 384,900

M-2 メゾン・ド・ヴィレ三田 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成16年５月 0 0 30,140 477,000

M-3 クレグラン高輪 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成16年12月 0 0 20,260 293,500

M-4 
ラ・レジダンス・ド・白金台 
(注１) 

日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成16年６月 0 0 20,182 407,000

M-5 メゾン・ド・ヴィレ銀座東 
株式会社ハイ国際コンサル
タント 

平成16年11月 0 3,790 52,700 503,200

M-6 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅱ 
株式会社ハイ国際コンサル
タント 

平成16年12月 0 1,000 47,560 731,700

M-7 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成16年４月 0 0 25,220 441,000

M-8 クレグラン銀座レジデンス 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成17年１月 0 0 24,820 428,000

M-9 トゥ－ルジョーヌ駒沢公園 
株式会社ハイ国際コンサル
タント 

平成16年11月 0 1,100 217,150 2,349,700

M-10 メゾン・ド・ヴィレ梅田(注２) 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成16年２月 0 0 116,740 1,954,500

M-11 メゾン・ド・ヴィレ中之島 
株式会社ハイ国際コンサル
タント 

平成16年12月 0 340 33,680 337,400

M-12 ジュネス阿波座 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成16年12月 0 0 38,110 548,000

M-13 T'sDream丸の内 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成16年10月 0 0 47,820 595,000

M-14 メゾン・ド・ヴィレ北23条 
株式会社ハイ国際コンサル
タント 

平成16年12月 0 3,010 38,100 234,100

M-15 グランブルー平尾 
日建設計マネジメントソ
リューションズ株式会社 

平成17年１月 0 0 133,620 1,768,000

H-1 スーパーホテル大阪・天王寺 
株式会社ハイ国際コンサル
タント 

平成17年２月 0 0 43,390 565,300

H-2 スーパーホテル京都・烏丸五条 
株式会社ハイ国際コンサル
タント 

平成17年２月 0 20 38,140 473,900

合計 0 9,260 955,062 12,492,200

（注１）M-4ラ・レジダンス・ド・白金台における上表の数値は、建物一棟全体に関する数値を記載しています。 

（注２）M-10メゾン・ド・ヴィレ梅田は、シングルマンション（SM）部分とサービスアパートメント（SA）部分から構成されており、上表の数

値には、シングルマンション（SM）部分とサービスアパートメント（SA）部分の数値の合計を記載しています。 
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(ト）地震リスク分析の概要 

物件番号 物件名称 ＰＭＬ値 作成時期 

M-1 メゾン・ド・ヴィレ芝公園 10.42％ 平成16年11月 

M-2 メゾン・ド・ヴィレ三田 4.60％ 平成16年11月 

M-3 クレグラン高輪 5.87％ 平成17年1月 

M-4 ラ・レジダンス・ド・白金台(注１) 6.80％ 平成16年11月 

M-5 メゾン・ド・ヴィレ銀座東 11.08％ 平成16年12月 

M-6 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅱ 10.73％ 平成17年１月 

M-7 メゾン・ド・ヴィレ八丁堀Ⅲ 7.66％ 平成16年11月 

M-8 クレグラン銀座レジデンス 4.70％ 平成17年１月 

M-9 トゥ－ルジョーヌ駒沢公園 2.89％ 平成16年12月 

M-10 メゾン・ド・ヴィレ梅田 11.05％ 平成16年11月 

M-11 メゾン・ド・ヴィレ中之島 8.68％ 平成17年１月 

M-12 ジュネス阿波座 14.35％ 平成16年12月 

M-13 T'sDream丸の内 14.61％ 平成16年11月 

M-14 メゾン・ド・ヴィレ北23条 2.95％ 平成17年１月 

M-15 グランブルー平尾 0.15％ 平成17年１月 

H-1 スーパーホテル大阪・天王寺 8.95％ 平成17年３月 

H-2 スーパーホテル京都・烏丸五条 13.93％ 平成17年３月 

ポートフォリオＰＭＬ値（注２） 5.00％ 平成17年５月 

（注１）本投資法人の取得に係る部分についてのＰＭＬ値を記載しています。 

（注２）ポートフォリオＰＭＬ値は、各信託不動産に同時に生ずる損失を総括して算出しています。 
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④ ポートフォリオの分散状況 

 取得予定資産の地域別、用途別及び築年数別の分散状況は以下の通りです。 

(イ）用途別 

用途  物件数 
取得予定価格 
（百万円） 

比率 
（％） 

総賃貸可能面積
（㎡） 

比率 
（％） 

SM シングルマンション 15 23,849 90.02 35,806.52 86.88

SA(注) サービスアパートメント ─ 494 1.86 774.90 1.88

BH 宿泊特化型ホテル 2 2,151 8.12 4,630.41 11.24

合計  17 26,494 100.00 41,211.83 100.00

（注）本書の日付現在サービスアパートメント（SA）として利用されている建物は、メゾン・ド・ヴィレ梅田の一部（賃貸可能戸数147戸のう

ち30戸）のみです。このため、物件数は、シングルマンション（SM）において計上しています。取得予定価格は、メゾン・ド・ヴィレ梅

田の取得予定価格をシングルマンション（SM）とサービスアパートメント（SA）の専有面積で按分した金額を記載しています。 

 

(ロ）地域別 

地域 物件数 
取得予定価格 
（百万円） 

比率 
（％） 

総賃貸可能面積
（㎡） 

比率 
（％） 

東京圏 9 17,043.2 64.33 20,196.93 49.01

関西圏 5 6,310.8 23.82 11,960.62 29.02

中京圏 1 695 2.62 1,981.26 4.81

その他政令指定都市 2 2,445 9.23 7,073.02 17.16

地方主要都市 0 0 0.00 0.00 0.00

合計 17 26,494 100.00 41,211.83 100.00

 

(ハ）築年数別 

    （本書の日付現在）

築年数 物件数 
取得予定価格 
（百万円） 

比率 
（％） 

総賃貸可能面積
（㎡） 

比率 
（％） 

１年未満 1 1,127 4.25 1,118.84 2.71

１年以上３年未満 10 13,057 49.28 23,457.44 56.92

３年以上５年未満 4 10,552 39.83 13,752.26 33.37

５年以上７年未満 1 1,613 6.09 2,072.39 5.03

７年以上10年未満 1 145 0.55 810.90 1.97

10年以上 0 0 0.00 0.00 0.00

合計 17 26,494 100.00 41,211.83 100.00

（注１）築年数とは、各物件の登記簿上の建築時期から平成17年６月15日までの期間をいいます。 

（注２）本書の日付現在の、取得予定価格に基づき加重平均した取得予定資産全体の平均築年数は、2.96年です。 
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(3）【分配方針】 

 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします（規約第36条）。 

① 利益の分配 

(イ）投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第136条第１項に定める利益の金額（以下

「分配可能金額」といいます。）は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して計算される利益（決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額

を控除した金額（純資産額）から出資総額、出資剰余金及び評価差額金の合計額（出資総

額等）を控除した金額をいいます。）とします。 

 

(ロ）分配金額は、原則として租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みま

す。）（以下「租税特別措置法」といいます。）第67条の15第１項第２号ホ、租税特別措

置法施行令（昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。）第39条の32の３第４項に

規定される本投資法人の配当可能所得（以下「配当可能所得」といいます。）の金額の100

分の90に相当する金額を超えるものとします。 

 なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、

支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額か

ら積み立てることができます。 

 

② 利益を超えた金銭の分配 

 本投資法人は、分配可能金額が配当可能所得の金額の100分の90に相当する金額に満たない

場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、社団法人投資信託協会（以下「投資信託協会」

といいます。）規則に定められる金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超

えた金銭として分配することができるものとします。ただし、上記の場合において、金銭の分

配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満た

す目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができるものとしま

す。 

 本投資法人は、安定的な分配金の支払を重視しますが、利益を超える金銭の分配に関して、

かかる分配を受けた投資主がその分配の都度譲渡損益の算定を行うことが必要となる現行の税

務の取扱いがなされる限りにおいては、投資主に対して利益を超える金銭の分配は行わないも

のとします。 

 

③ 分配金の分配方法 

 分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から３か月以内に、決算期現在の最終

の投資主名簿に記載のある投資主又は登録質権者を対象に投資口の所有口数に応じて分配しま

す。また、本投資法人は、営業期間中に新たに発行された投資口に関する金銭の分配金額につ

いて、役員会の決定により、日割りにより計算することができるものとします。 

 

④ 分配金請求権の除斥期間 

 投資主に対する金銭の分配は、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないとき

は、本投資法人はその分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は

付さないものとします。 

 

⑤ 投信協会規則 

 本投資法人は、上記①から④のほか、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会の定
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める規則等に従うものとします。 

 

(4）【投資制限】 

① 規約に基づく投資制限 

 本投資法人の規約に基づく投資制限は以下の通りです。 

(イ）有価証券及び金銭債権に係る制限 

 本投資法人は、有価証券及び金銭債権への投資を、安全性及び換金性を重視して行うも

のとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとします（規約第31条

第１項）。 

 

(ロ）金融先物取引に関する権利及び金融デリバティブ取引に係る制限 

 本投資法人は、金融先物取引に関する権利及び金融デリバティブ取引に係る権利への投

資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクを

ヘッジすることを目的としてのみ行うものとします（規約第31条第２項）。 

 

(ハ）国外不動産に係る制限 

 本投資法人は、国外に所在する不動産並びに国外に所在する不動産を対象とする不動産

等（不動産を除きます。）及び不動産対応証券への投資は行わないものとします（規約第

31条第３項）。また、本投資法人は、外貨建資産又は外国証券市場で主として取引されて

いる有価証券への投資は行わないものとします（規約第31条第４項）。 

 

(ニ）組入資産の貸付 

ａ．本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産

（本投資法人が取得する不動産等以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みま

す。）を賃貸（駐車場、看板等の設置等を含みます。）することができます（規約第32

条第１項）。 

ｂ．本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受す

ることがあり、かかる収受した金銭を本投資法人の資産運用の基本方針及び投資方針に

従い運用します（規約第32条第２項）。 

ｃ．本投資法人は、運用資産に属する不動産（本投資法人が取得する不動産以外の不動産

関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。）以外の運用資産の貸付けを行うことがあ

ります（規約第32条第３項）。 

 

(ヘ）借入れ及び投資法人債発行に係る制限 

ａ．借入れの目的 

 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的とし

て、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、又は債務の返

済（敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。）等

を使途とし、資金の借入れ又は投資法人債の発行を行うことがあります（規約第34条第

１項及び第２項）。 

ｂ．借入金の限度額 

 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ１兆円とし、かつ、その合計額が１

兆円を超えないものとします（規約第34条第４項）。 



－  － 

 

(91) ／ 2005/06/14 17:15 (2005/06/14 17:15) ／ 000000_e5_080_2k_05241157_投資方針_os2不動産投信_JSA_届出書.doc 

91

ｃ．借入先 

 資金を借入れる場合、証券取引法第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家から

の借入れに限るものとします（規約第34条第１項）。 

ｄ．担保の提供 

 上記ａ．の規定に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法

人は、運用資産を担保として提供することができるものとします（規約第34条第３項）。 

 

② その他の投資制限 

 本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。 
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３【投資リスク】 

(1) リスク要因 

 以下には、本投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項

を記載しています。ただし、以下は本投資証券への投資に関するすべてのリスクを網羅したもの

ではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。また、本投資法人が取得を予定してい

る個別の不動産信託及び不動産に特有のリスクについては、前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 

③ 取得予定資産の概要」を併せてご参照下さい。 

 本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応

に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリ

スクが現実化した場合、本投資証券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると

予想され、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低

下その他財務状況の悪化により、分配率の低下が生じる可能性があります。 

 各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上

で本投資証券に関する投資判断を行う必要があります。 

 本項に記載されているリスク項目は、以下の通りです。 

① 投資証券の商品性に関するリスク 

(イ）投資証券の市場価格の変動に関するリスク 

(ロ）金銭の分配に関するリスク 

(ハ）収入及び支出の変動に関するリスク 

(ニ）投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことについて 

② 本投資法人の運用方針に関するリスク 

(イ）投資対象を主としてシングルレジデンスとしていることによるリスク 

(ロ）不動産の地域的な偏在に関するリスク 

(ハ）ＰＭ会社に関するリスク 

(ニ）不動産を取得又は処分できないリスク 

(ホ）借入れ及び投資法人債による資金調達に関するリスク 

(ヘ）投資口の追加発行時の価値の希薄化に関するリスク 

③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク 

(イ）スポンサー会社への依存、利益相反に関するリスク 

(ロ）本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク 

(ハ）本投資法人の執行役員及び資産運用会社の人材に依存しているリスク 

(ニ）インサイダー取引規制等に係る法令上の禁止規定及び大量保有報告書制度が存在しない

ことによるリスク 

(ホ）本投資法人の投資方針の変更に関するリスク 

(ヘ）本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク 

(ト）敷金及び保証金に関するリスク 

④ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク 

(イ）不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク 

(ロ）賃貸借契約に関するリスク 

(ハ）災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク 

(ニ）不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク 

(ホ）不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 

(ヘ）法令の制定・変更に関するリスク 

(ト）売主の倒産等の影響を受けるリスク 
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(チ）転貸に関するリスク 

(リ）テナント集中に関するリスク 

(ヌ）テナント等による不動産の利用状況に関するリスク 

(ル）マスターリースに関するリスク 

(ヲ）区分所有建物に関するリスク 

(ワ）借地物件に関するリスク 

(カ）借家物件に関するリスク 

(ヨ）開発物件に関するリスク 

(タ）有害物質に関するリスク 

(レ）不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク 

⑤ 税制に関するリスク 

(イ）導管性要件に関するリスク 

(ロ）税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク 

(ハ）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

(ニ）一般的な税制の変更に関するリスク 

⑥ その他 

(イ）取得予定資産を組み入れることができないリスク 

(ロ）不動産の鑑定評価等に関するリスク 

(ハ）過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク 

 

① 投資証券の商品性に関するリスク 

(イ) 投資証券の市場価格の変動に関するリスク 

 本投資口は、投資主からの請求による払戻しを行わないクローズド・エンド型であるた

め、投資主が本投資証券を換価する手段は、第三者に対する売却に限定されます。 

 本投資証券の市場価格は、取引所における投資家の需給により影響を受けるほか、金利

情勢、経済情勢、不動産市況その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動します。 

 そのため、本投資証券を取得した価格で売却できない可能性があり、その結果、投資主

が損失を被る可能性があります。 

 

(ロ) 金銭の分配に関するリスク 

 本投資法人は前記「２ 投資方針 (3) 分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に

対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合において

も保証されるものではありません。 

 

(ハ) 収入及び支出の変動に関するリスク 

 本投資法人の収入は、本投資法人が取得する不動産及び不動産を裏付けとする資産の当

該裏付け不動産（以下、本「(1) リスク要因」の項において「不動産」と総称します。）

の賃料収入に主として依存しています。不動産に係る賃料収入は、不動産の稼働率の低下、

売上歩合賃料が採用されている場合のテナントの売上減等により、大きく減少する可能性

があるほか、賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃料が減額されたり、契約通り

の増額改定を行えない可能性もあります（なお、本書において開示されている取得予定資

産に関して、売上歩合賃料が採用されている賃貸借契約は締結されていません。これら不

動産に係る賃料収入に関するリスクについては、後記「④ 不動産及び信託の受益権に関す

る法的リスク (ロ) 賃貸借契約に関するリスク」をご参照下さい。）。本書において開示
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されている取得予定資産の過去の収支の状況や賃料総額も、当該資産の今後の収支の状況

や賃料総額と必ずしも一致するものではありません（なお、後記「⑥ その他 (ハ) 過去

の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク」も併せてご参照下さ

い。）。また、当該不動産に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料

水準に比して適正な水準にあるとは限りません。 

 一方、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、多額

の資本的支出、不動産の取得等に要する費用、その他不動産に関する支出が状況により増

大し、キャッシュ・フローを減ずる要因となる可能性があります。 

 このように、不動産からの収入が減少する可能性があるとともに、不動産に関する支出

は増大する可能性があり、これら双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、投資主への

分配金額が減少したり、本投資証券の市場価格が下落することがあります。 

 

(ニ) 投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことについて 

 本投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき本投資法人の意思

決定に参画できる他、本投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かか

る権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。たとえば、金銭

の分配に係る計算書を含む本投資法人の計算書類等は、役員会の承認のみで確定し（投信

法第131条第１項）、投資主総会の承認を得る必要はないことから、投資主総会は、必ずし

も、決算期毎に招集されるわけではありません。また、投資主が投資主総会に出席せず、

かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案（複数

の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれをも除きます。）について賛成したものとみなされます（投信法第93条第

１項、規約第14条第１項）。更に、本投資法人は、資産の運用に係る業務その他の業務を

資産運用会社その他の第三者に委託しています。これらの要因により、投資主による資産

の運用に係る業務その他の業務に対する統制が効果的に行えない可能性もあります。 

 

② 本投資法人の運用方針に関するリスク 

(イ) 投資対象を主としてシングルレジデンスとしていることによるリスク 

 本投資法人は、不動産の中でも、シングルレジデンスを主たる投資対象としています。 

 したがって、本投資法人の業績は、景気動向、人口・世帯数動向等に大きく依存してい

るということができます。また入居者が、賃料を約定通り支払うことができなくなったり、

賃貸借契約を解約し、又は更新せずに退去したり、賃料の減額請求を行う可能性がありま

す。これらの要因により、本投資法人の収益は悪影響を受ける可能性があります。 

 

(ロ) 不動産の地域的な偏在に関するリスク 

 本投資法人は、前記「２ 投資方針 (1) 投資方針 ① 投資方針」に記載する通り、東

京圏に所在するシングルレジデンスへ運用資産総額の50％乃至70％を投資する予定です。

したがって、これらの地域における人口、人口動態、単独世帯数、平均所得等の変化、地

震その他の災害、地域経済の悪化、稼働率の低下、賃料水準の下落等により、本投資法人

の収益が著しい悪影響を受ける可能性があります。 

 また、テナント獲得に際し不動産賃貸市場における競争が激化し、結果として、空室率

の上昇や賃料水準の低下により賃料収入が減少し、本投資法人の収益が悪影響を受ける可

能性があります。 
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(ハ) ＰＭ会社に関するリスク 

 一般に、賃借人の管理、建物の保守管理等不動産の管理業務全般の成否は、ＰＭ会社の

能力、経験、ノウハウによるところが大きく、本投資法人が保有する不動産の管理につい

ても、管理を委託するＰＭ会社の業務遂行能力に強く依拠することになります。管理委託

先を選定するに当たっては、当該ＰＭ会社の能力・経験・ノウハウを十分考慮することが

前提となりますが、そのＰＭ会社における人的・財産的基盤が維持される保証はありませ

ん。また、複数の不動産に関して、他の顧客（他の不動産投資法人を含みます。）から不

動産の管理及び運営業務を受託し、本投資法人の投資対象不動産に係るＰＭ業務と類似又

は同種の業務を行う可能性があります。これらの場合、当該ＰＭ会社は、本投資法人以外

の者の利益を優先することにより、本投資法人の利益を害する可能性があります。 

 本投資法人は、ＰＭ会社につき、業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、管理委託契

約を解除することはできますが、後任のＰＭ会社が任命されるまではＰＭ会社不在又は機

能不全のリスクが生じるため、一時的に当該投資対象不動産の管理状況が悪化する可能性

があります。 

 

(ニ) 不動産を取得又は処分できないリスク 

 不動産投資信託その他のファンド及び投資家等による不動産に対する投資は活発化する

傾向にあり、また本投資法人が主たる投資対象とするシングルレジデンスの取得競争は激

化しているため、必ずしも、本投資法人が取得を希望した不動産等及び不動産対応証券等

を取得することができるとは限りません。また、取得が可能であったとしても、投資採算

の観点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。更に、

本投資法人が不動産等及び不動産対応証券等を取得した後にこれらを処分する場合にも、

投資採算の視点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もありま

す。その結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産の

ポートフォリオを構築できない可能性があります。 

 

(ホ) 借入れ及び投資法人債による資金調達に関するリスク 

 金銭の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信用力、

金利情勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件

で金銭の借入れ及び投資法人債の発行を行うことができる保証はなく、その結果、予定し

た資産を取得できなかったり、予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつ

かなくなる可能性があります。 

 次に、本投資法人が金銭の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭

の借入れ又は投資法人債の発行の条件として、投資主への金銭の分配を制約する等の財務

制限条項が設けられたり、運用資産に担保を設定することとなったり、規約の変更が制限

される等の可能性があり、このような制約が本投資法人の運営に支障をもたらし、又は投

資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 更に、借入れ及び投資法人債の金利は、借入時及び投資法人債発行時の市場動向に左右

され、変動金利の場合には、その後の市場動向にも左右されます。借入れ及び投資法人債

の金利が上昇し、又は、本投資法人の借入額及び投資法人債発行額が増加した場合には、

本投資法人の利払額は増加します。このような利払額の増加により、投資主に対する金銭

の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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(ヘ) 投資口の追加発行時の価値の希薄化に関するリスク 

 本投資法人は、新規投資口を随時追加発行する予定ですが、本投資法人の営業期間中に

追加発行された投資口に対して、その保有期間が異なるにもかかわらず、当該営業期間に

ついて既存の投資主が有する投資口と同額の金銭の分配が行われる可能性があり、既存の

投資主が悪影響を受ける可能性があります。 

 

③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク 

(イ) スポンサー会社への依存、利益相反に関するリスク 

 スポンサー会社は、本書の日付現在、資産運用会社の株式のそれぞれ33.3％を保有する

株主であるだけでなく、資産運用会社の常勤役員や従業員の出向元であり、また、ダー

ウィンはＰＭ業務の委託先でもあります。 

 これらの点に鑑みると、本投資法人及び資産運用会社は、スポンサー会社と密接な関連

性を有しており、本投資法人による安定した収益の確保と成長性に対するスポンサー会社

の影響は相当程度高いということができます。 

 したがって、本投資法人がスポンサー会社との間で本書の日付現在と同一の関係を維持

できなくなった場合には、本投資法人に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。更に、本

投資法人は、資産運用活動を通じて、スポンサー会社との間で取引を行う可能性があり、

この場合、スポンサー会社が本投資法人の投資主の利益に反する行為を行う可能性もあり

ます。なお、かかる利益相反に関するリスクへの対策については後記「(2) 投資リスクに

対する管理体制」をご参照下さい。これらの対策にもかかわらず、スポンサー会社が本投

資法人の利益に反する取引を行った場合には、投資主に損害が発生する可能性があります。 

 

(ロ) 本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク 

 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を資産運用会社に、資産の保管を資産保管

会社に、一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業

務遂行の実現のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところが大きい

と考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持で

きる保証はありません。 

 また、資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負ってい

る善良な管理者としての注意義務（以下「善管注意義務」といいます。）、投資法人のた

めに忠実に職務を遂行する義務（以下「忠実義務」といいます。）、利益相反状況にある

場合に投資法人の利益を害してはならない義務その他の義務に違反した場合には、本投資

法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼし、投資主が損害を受ける可能性があります。 

 このほかに、資産運用会社又は本投資法人若しくは運用資産である不動産信託受益権に

関する信託受託者から委託を受ける業者として、ＰＭ会社、建物の管理会社等があります。

本投資法人の収益性の向上のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存すると

ころも大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必

ずしも維持できる保証はありません。これらの者について業務の懈怠その他の義務違反が

あった場合や業務遂行能力が失われた場合には本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 

(ハ) 本投資法人の執行役員及び資産運用会社の人材に依存しているリスク 

 本投資法人の運営は、本投資法人の執行役員及び資産運用会社の人材に大きく依存して

おり、これらの人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があり
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ます。 

 

(ニ) インサイダー取引規制等に係る法令上の禁止規定及び大量保有報告書制度が存在しない

ことによるリスク 

 本書の日付現在、投資法人の発行する投資証券は、上場株式等と異なり、証券取引法に

定めるいわゆるインサイダー取引規制の対象ではありません。したがって、本投資法人の

関係者や取引先が本投資法人に関する重要な事実をその立場上知り、その重要な事実の公

表前に本投資証券の取引を行った場合であっても証券取引法上はインサイダー取引規制に

抵触しません。しかし、本投資法人の関係者が証券取引法で禁じられているインサイダー

取引に類似の取引を行った場合には、本投資証券に対する投資家一般の信頼を害し、ひい

ては市場価格の下落や本投資証券の流動性の低下等の悪影響をもたらす可能性があります。 

 また、投資法人の発行する投資証券については、上場株式等と異なり、大量保有報告書

制度は設けられていませんので、本投資証券につき支配権獲得その他を意図した取得が情

報開示なしに行われる可能性があります。したがって、投資主は、上記の制度があったな

らば得られたかもしれないプレミアムを受け取ることができないことに加え、投資主総会

での決議等の結果として本投資法人の運用方針、運営形態等が他の投資主の想定しなかっ

た方針、形態等に変更される可能性があります。 

 

(ホ) 本投資法人の投資方針の変更に関するリスク 

 本投資法人の規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更に

は、投資主総会の承認が必要ですが、本投資法人の役員会及び資産運用会社の取締役会が

定めたより詳細な投資方針、運用ガイドライン等については、投資主総会の承認を経るこ

となく、変更することが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されない

まま、これらが変更される可能性があります。 

 

(ヘ) 本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク 

 本投資法人は、破産法（平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。）（以下「破

産法」といいます。）、民事再生法（平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。）

（以下「民事再生法」といいます。）及び投信法上の特別清算手続（投信法第164条）に服

します。 

 また、本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定

の事由が発生した場合に投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります（投信

法第216条）。その場合には、本投資証券の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手

続に入ります。 

 上記のように本投資法人が清算される場合、投資主は、すべての債権者への弁済（投資

法人債の償還を含みます。）後の残余財産による分配からしか投資金額を回収することが

できません。このため、投資主は、投資金額の全部又は一部について回収を得ることがで

きない可能性があります。 

 

(ト) 敷金及び保証金に関するリスク 

 本投資法人は、投資対象不動産の賃借人が賃貸人に対し無利息又は低利で預託した敷金

又は保証金を投資資金として利用する場合があります。しかし、そのような場合で賃貸借

契約の中途解約により想定外の時期に敷金又は保証金の返還義務が生じた場合には、本投

資法人は、敷金又は保証金の返還資金をそれらよりも調達コストの高い借入れ等により調



 

－  － 

 

(98) ／ 2005/06/14 17:15 (2005/06/14 17:15) ／ 000000_e5_090_2k_05241157_投資リスク_os2不動産投信_JSA_届出書.doc 

98

達せざるを得なくなります。また、敷金又は保証金の投資運用が失敗に終わり損失が生じ

る可能性もあります。その結果、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。 

 また、敷引特約がある賃貸借契約については、敷引額の敷金額に対する割合が高い場合、

敷引特約の全部又は一部の有効性が否定され、本投資法人が引き継いだ敷金額より多額の

敷金返還債務を負う可能性があります。 

 

④ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク 

 本投資法人の主たる運用資産は、前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資

産の種類」に記載の通り、不動産等及び不動産対応証券等です。本投資法人は、前記「２ 投

資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」に記載する不動産及び不動産を信託する信

託の受益権を取得する予定です。不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする

資産の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、

経済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、以下に記載する不動産に関する

法的リスクは、不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、

ほぼ同様にあてはまります。 

 なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「(レ) 不動産を信託の受益権の形態で

保有する場合の固有のリスク」をご参照下さい。 

 

(イ) 不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク 

 不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があ

ります。資産運用会社が不動産の選定・取得の判断を行うに当たっては、当該不動産につ

いて定評のある専門業者から建物状況評価報告書を取得するなどの物件精査を行うことに

していますが、建物状況評価報告書で指摘されなかった事項について、取得後に欠陥、瑕

疵等が判明する可能性もあります。本投資法人は、状況に応じては、前所有者に対し一定

の事項につき表明及び保証を取得し、瑕疵担保責任を負担させる場合もありますが、たと

えかかる表明及び保証を取得し、瑕疵担保責任を追及できたとしても、これらの表明及び

保証の内容が真実かつ正確である保証はなく、また、瑕疵担保責任の期間及び責任額は一

定範囲に限定されるのが通例であり、また、前所有者が解散したり無資力になっているた

めに実効性がない場合もありえます。 

 これらの場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては当該不動産の資産価値が低下す

ることを防ぐために買主である本投資法人が当該欠陥、瑕疵等の補修その他に係る予定外

の費用を負担せざるをえなくなることがあり、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投

資主に損害を与える可能性があります。 

 加えて、不動産をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の

権利や行政法規等により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって

判明する可能性があります。その結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性が

あります。 

 また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。したがって、

不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できない

ことがあります。更に、権利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に

関する事項が現況と一致していない場合もあります。このような場合、上記と同じく、本

投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなり

ますが、その実効性があるとの保証はありません。 
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(ロ) 賃貸借契約に関するリスク 

ａ．賃貸借契約の解約リスク、更新がなされないリスク 

 賃貸借契約において期間中の解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても

賃貸借契約を終了することが可能であるため、賃借人から賃料が得られることは将来にわ

たって確定されているものではありません。また、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新

がなされない場合もあります。このような理由により、稼働率が低下した場合、不動産に

係る賃料収入が減少することになります。なお、解約禁止条項、解約ペナルティ条項など

を置いて期間中の解約権を制限している場合でも、裁判所によって解約ペナルティが減額

されたり、かかる条項の効力が否定される可能性があります。 

 以上のような事由により、賃料収入が減少した場合、本投資法人の収益等に悪影響を及

ぼし、投資主に損害を与える可能性があります。 

ｂ．賃料不払に関するリスク 

 賃借人が特に解約の意思を示さなくても、賃借人の財務状況が悪化した場合又は破産手

続、再生手続若しくは更生手続その他の倒産手続（以下、総称して「倒産等手続」といい

ます。）の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可能性があり、この延

滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超える状況では投資主に損

害を与える可能性があります。 

ｃ．賃料改定に係るリスク 

 賃貸借契約の更新の際又は賃料等の見直しの際には、その時々における賃料相場も参考

にして、賃料が賃借人との協議に基づき改定されることがありますので、本投資法人が保

有する不動産について、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はありません。賃

料改定により賃料が減額された場合、投資主に損害を与える可能性があります。 

 また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、賃借人との交

渉いかんによっては、必ずしも、規定通りに賃料を増額できるとは限りません。 

ｄ．賃借人による賃料減額請求権行使のリスク 

 建物の賃借人は、定期建物賃貸借契約において借地借家法（平成３年法律第90号。その

後の改正を含みます。）（以下「借地借家法」といいます。）第32条に基づく賃料減額請

求権を排除する特約を設けた場合を除いて、同条に基づく賃料減額請求をすることができ、

これにより、当該不動産から得られる賃料収入が減少し、投資主に損害を与える可能性が

あります。 

 

(ハ) 災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク 

 火災、地震、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等（以下「災害等」

といいます。）により不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性が

あります。このような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建

物の不稼働を余儀なくされることにより、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が下

落する結果、投資主に損害を与える可能性があります。不動産の個別事情により保険契約

が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契

約で填補されない災害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の

何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本投資法人は悪影響を

受ける可能性があります。 
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(ニ) 不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク 

 運用資産である不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、

損害賠償義務が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特

に、土地の工作物の所有者は、民法（明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。）

（以下「民法」といいます。）上無過失責任を負うこととされています。不動産の個別事

情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生

した場合、保険契約でカバーされない事故が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社

による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本投

資法人は悪影響を受ける可能性があります。 

 また、不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる

修繕に関連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可

能な場合には、不動産から得られる賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性が

あります。 

 

(ホ) 不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 

 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、原則として

これらの規定に適合しない現に存する建物（現に建築中のものを含みます。）又はその敷

地については、当該規定が適用されない扱いとされています（いわゆる既存不適格）。し

かし、かかる既存不適格の建物の建替え等を行う場合には、現行の規定が適用されるので、

現行の規定に合致するよう手直しをする必要があり、追加的な費用負担が必要となる可能

性があり、また、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。 

 また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が運用資産である不動産に

適用される可能性があります。例えば、文化財保護法（昭和25年法律第214号。その後の改

正を含みます。）に基づく試掘調査義務、一定割合において住宅を付置する義務や、駐車

場設置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化推進義務及び雨水流出抑制施設設置義務等が挙

げられます。このような義務が課せられている場合、当該不動産の処分及び建替え等に際

して、事実上の困難が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な費用負担が生じ

る可能性があります。更に、運用資産である不動産を含む地域が道路設置等の都市計画の

対象となる場合には、当該都市計画対象部分に建築制限が付されたり、建物の敷地とされ

る面積が減少し、当該不動産に関して建替え等を行う際に、現状と同規模の建築物を建築

できない可能性があります。 

 

(ヘ) 法令の制定・変更に関するリスク 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号。）（以下「土壌汚染対策法」といいます。）の

ほか、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず

不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が

課される可能性があります。 

 また、消防法（昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。）（以下「消防法」と

いいます。）その他不動産の管理に影響する関係法令の改正により、不動産の管理費用等

が増加する可能性があります。更に、建築基準法、都市計画法の改正、新たな立法、収用、

再開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限される可能性がありま

す。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本投資法人の収益等に悪影響をも

たらす可能性があります。 
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(ト) 売主の倒産等の影響を受けるリスク 

 本投資法人は、債務超過の状況にあるなど財務状態が実質的危機時期にあると認められ

る又はその疑義がある者を売主として不動産を取得する場合には、管財人等により不動産

の売買が否認されるリスク等について諸般の事情を慎重に検討し、実務的に可能な限り管

財人等により否認されるリスクを回避するよう努めますが、このリスクを完全に排除する

ことは困難です。 

 万一債務超過の状況にあるなど財務状態が実質的危機時期にある状況を認識できずに本

投資法人が不動産を取得した場合には、当該不動産の売買が売主の債権者により取消（詐

害行為取消）される可能性があります。また、投資法人が不動産を取得した後、売主につ

いて倒産等手続が開始した場合には、不動産の売買が破産管財人、監督委員又は管財人に

より否認される可能性が生じます。 

 また、投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者（以下、本項において「買

主」といいます。）から更に不動産を取得した場合において、本投資法人が、当該不動産

の取得時において、売主と買主間の当該不動産の売買が詐害行為として取消され又は否認

される根拠となりうる事実関係を知っている場合には、本投資法人に対しても、売主・買

主間の売買が否認され、その効果を主張される可能性があります。 

 更に、取引の態様如何によっては売主と本投資法人との間の不動産の売買が、担保取引

であると判断され、当該不動産は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、又は更生

会社若しくは再生債務者である売主の財産に属するとみなされる可能性（いわゆる真正譲

渡でないとみなされるリスク）もあります。 

 

(チ) 転貸に関するリスク 

 賃借人に、不動産の一部又は全部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人は、不動

産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる

可能性があるほか、賃借人の賃料が、転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転

借人の信用状態等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 また、賃貸借契約が合意解約された場合、又は債務不履行を理由に解除された場合で

あっても、賃貸借契約上、賃貸借契約終了の場合に転貸人の転借人に対する敷金等の返還

義務が賃貸人に承継される旨規定されている場合等には、かかる敷金等の返還義務が、賃

貸人に承継される可能性があります。このような場合、敷金等の返還原資は賃貸人の負担

となり、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(リ) テナント集中に関するリスク 

 運用資産である投資対象不動産のテナント数が少なくなればなるほど、本投資法人は特

定のテナントの支払能力、退去その他の事情による影響を受けやすくなります。特に、一

テナントしか存在しない投資対象不動産においては、本投資法人の当該投資対象不動産か

らの収益等は、当該テナントの支払能力、当該投資対象不動産からの転出・退去その他の

事情により大きく左右されます。また、賃貸面積の大きなテナントが退去したときに、大

きな空室が生じ、他のテナントを探しその空室を回復させるのに時間を要することがあり、

その期間が長期になればなるほど、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性がありま

す。また、本投資法人の運用資産における特定の少数のテナントの賃借比率が増大したと

きは、当該テナントの財務状況や営業状況が悪化した場合、本投資法人の収益も悪影響を

受ける可能性があります。取得予定物件におけるテナントについては、前記「２ 投資方針 

(2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要 (ロ) 主要なテナント等の概要」をご参照下さい。 
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(ヌ) テナント等による不動産の利用状況に関するリスク 

 本投資法人は、テナントの属性や資力に留意しつつ賃貸借契約を締結し、その利用状況

を管理していますが、個々のテナントの利用状況をつぶさに監督できるとの保証はなく、

テナントの利用状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に悪影響が及ぶ

可能性があります。 

 例えば、建物そのものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、入居者による建

物への変更工事、内装の変更、その他利用状況等により、建築基準法、消防法その他の法

令や条例等に違反する状態となり、本投資法人が、その改善のための費用を負担する必要

が生じ、又は法令上不利益を被る可能性があります。また、賃貸借契約における規定の如

何にかかわらず、入居者による転貸や賃借権の譲渡が本投資法人の承諾なしに行われる可

能性があります。その他、転借人や賃借権の譲受人の属性によっては、運用資産である不

動産のテナント属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があ

ります。 

 

(ル）マスターリースに関するリスク 

 特定の不動産において、サブリース会社が当該不動産の所有者である信託受託者との間

でマスターリース契約を締結し、その上でエンドテナントに対して転貸する、いわゆるサ

ブリースの形態をとっており、また、今後も同様の形態をとる場合があります。この場合、

サブリース会社の財務状態が悪化したときは、サブリース会社の債権者がサブリース会社

のエンドテナントに対する賃料債権を差し押さえる等により、サブリース会社から賃貸人

である信託受託者への賃料の支払が滞る可能性があります。 

 

(ヲ) 区分所有建物に関するリスク 

 区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号。その後の改正

を含みます。）（以下「区分所有法」といいます。）の適用を受ける建物で、単独所有の

対象となる専有部分（居室等）と共有となる共用部分（エントランス部分等）及び建物の

敷地部分から構成されます。区分所有建物の場合には、区分所有法上、法定の管理方法及

び管理規約（管理規約の定めがある場合）によって管理方法が定められます。建替えをす

る場合には集会において区分所有者及び議決権（管理規約に別段の定めのない限り、その

有する専有部分の床面積の割合）の各５分の４以上の多数での建替え決議が必要とされる

など（区分所有法第62条）、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法

に制限があります。 

 区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、他の区分所有者が優先

的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。 

 区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。 

 区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地

利用権といいます。区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、

法律で、専有部分とそれに係る敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止され

ています（区分所有法第22条第１項）。ただし、敷地権の登記がなされていない場合には、

分離処分の無効を善意の第三者に主張することができません（区分所有法第23条）。また、

区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、それぞれ、その敷地のうちの一筆又

は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権などを敷地利用権（いわゆる分有形式の

敷地利用権）として有している場合には、分離して処分することが可能とされています。

このように専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有
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しない区分所有者が出現する可能性があります。 

 また、敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、

競売等により第三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利

用権を対抗できなくなる可能性があります。 

 このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、既に述べ

た不動産を処分できないリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能

性があります。 

 

(ワ) 借地物件に関するリスク 

 借地権とその借地上に存在する建物については、自己が所有権を有する土地上に存在す

る建物と比べて特有のリスクがあります。借地権は、所有権と異なり永久に存続するもの

ではなく、期限の到来により当然に消滅し（定期借地権の場合）又は期限到来時に借地権

設定者が更新を拒絶しかつ更新を拒絶する正当事由がある場合に消滅します（普通借地権

の場合）。また、借地権が地代の不払その他により解除その他の理由により消滅してしま

う可能性もあります。借地権が消滅すれば、時価での建物買取りを請求できる場合（借地

借家法第13条、借地法（大正10年法律第49号。その後の改正を含みます。）第４条）を除

き、借地上に存在する建物を取り壊した上で、土地を返還しなければなりません。普通借

地権の場合、借地権の期限到来時の更新拒絶につき上記正当事由が認められるか否かを本

投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であり、仮に建物の買取請求権を有

する場合でも、買取価格が本投資法人が希望する価格以上である保証はありません。 

 また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設

定時に既に存在する土地上の抵当権等の実行により第三者に移ってしまう可能性がありま

す。この場合、借地権について適用のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていない

ときは、本投資法人は、借地権を当該土地の新所有者に対して対抗できず、当該土地の明

渡義務を負う可能性があります。 

 更に、借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者

の承諾が必要となります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借

地権も一緒に譲渡することになるので、原則として、借地権設定者の承諾が必要となりま

す。かかる借地権設定者の承諾に関しては、借地権設定者への承諾料の支払が予め約束さ

れていたり、約束されていなくても慣行を理由として借地権設定者が承諾料を承諾の条件

として請求してくる場合があります（なお、法律上借地権設定者に当然に承諾料請求権が

認められているものではありません。）。 

 加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金及

び保証金等の全額又は一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金

及び保証金等の返還請求権について担保設定や保証はなされないのが通例です。 

 借地権と借地上に建てられている建物については、敷地と建物を一括して所有している

場合と比べて、上記のような制限やリスクがあるため、既に述べた不動産の流動性、取引

コスト等に関するリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があ

ります。 

 

(カ) 借家物件に関するリスク 

 本投資法人は、建物を第三者から賃借の上又は信託受託者に賃借させた上、当該賃借部

分を直接若しくは信託受託者を通じて保有する建物と一体的に又は当該賃借部分を単独で、

テナントへ転貸することがあります。 
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 この場合、建物の賃貸人の資力の悪化や倒産等により、建物の賃貸人に差し入れた敷金

及び保証金等の全額又は一部が返還されない可能性があることは、前記の借地物件の場合

と同じです。 

 加えて、民法上、本投資法人が第三者との間で直接又は信託受託者を通じて締結した賃

貸借契約が何らかの理由により終了した場合、原則として、本投資法人又は当該受託者と

テナントの間の転貸借契約も終了するとされていますので、テナントから、転貸借契約の

終了に基づく損害賠償請求等がなされるおそれがあります。 

 

(ヨ) 開発物件に関するリスク 

 本投資法人は、前記「２ 投資方針 (1) 投資方針 ① 投資方針 (ロ) 投資目的」に記

載の通り、竣工前の未稼働不動産の取得は原則として行わない予定です。しかし、規約に

定める投資方針に従って、竣工後の物件を取得するために予め開発段階で売買契約を締結

することがあります。かかる場合、既に完成した物件につき売買契約を締結して取得する

場合とは異なり、様々な事由により、開発が遅延し、変更され、又は中止されることによ

り、売買契約通りの引渡しを受けられない可能性があります。この結果、開発物件からの

収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が

得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損害若

しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果本投資法人の収益

等が悪影響を受ける可能性があります。 

 

(タ) 有害物質に関するリスク 

 本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権

を取得する場合において、当該土地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可

能性があり、かかる有害物質が埋蔵されている場合には当該土地の価格の下落により、本

投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質を除去

するために土壌の入替えや洗浄が必要となる場合にはこれに係る予想外の費用や時間が必

要となり、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。また、かかる有

害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、

本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があり、かかる義務を負う場合には

本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性があります。なお、土壌汚染対策法によ

れば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定

有害物質による土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事により調査・報告を命ぜ

られることがあり、また、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が

生じ、又は生ずるおそれがあるときは、都道府県知事によりその被害を防止するため必要

な汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります。本投資法人がこれらの調査・報告又

は措置を命ぜられた場合には、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性がありま

す。 

 また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得する場合において、当

該建物の建材等にアスベストその他の有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使

用されている可能性がある場合やポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）が保管されている場合等

には、当該建物の価格の下落により、本投資法人ひいては投資主が損害を受ける可能性が

あります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要と

なる場合にはこれに係る予想外の費用や時間が必要となり、本投資法人ひいては投資主が

損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場
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合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務

が発生する可能性があり、かかる義務が生じた場合には本投資法人ひいては投資主が損害

を受ける可能性があります。 

 

(レ) 不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク 

 本投資法人が取得する資産の大部分は信託の受益権を予定しています。 

 信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権又は地上権を所有し管理するの

は受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的にはすべて受益者に帰属するこ

とになります。したがって、本投資法人は、信託の受益権の保有に伴い、信託受託者を介

して、運用資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを負担することになります。 

 信託契約上信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を要求される

のが通常です。更に、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権につい

ては有価証券としての性格を有していませんので、債権譲渡と同様の譲渡方法によって譲

渡することになり、有価証券のような流動性がありません。 

 信託法（大正11年法律第62号。その後の改正を含みます。）上、信託受託者が倒産等手

続の対象となった場合に、信託の受益権の目的となっている不動産が信託財産であること

を破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必

要があり、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、当該不動産が信

託の受益権の目的となっていることを第三者に対抗できない可能性があります。 

 また、信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、

又は信託財産である不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信

託する信託の受益権を保有する本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。 

 更に、信託契約上、信託開始時において既に存在していた信託不動産の欠陥、瑕疵等に

つき、当初委託者が信託財産の受託者に対し一定の瑕疵担保責任を負担する場合に、信託

財産の受託者が、かかる瑕疵担保責任を適切に追及しない、又はできない結果、本投資法

人が不測の損害を被り、投資主に損害を与える可能性があります。 

 

⑤ 税制に関するリスク 

(イ) 導管性要件に関するリスク 

 税法上、租税特別措置法第67条の15（以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいま

す。）により一定の要件（以下「導管性要件」といいます。）を満たした投資法人に対し

ては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、投資法人による利益の配当等

の額を、所得の金額の計算上、投資法人の損金の額に算入することが認められています。

本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資主の

異動（投資法人の同族会社化、50人以上の投資主の保有又は適格機関投資家のみの保有要

件の充足不可等）、分配金支払原資の制限・不足、借入金等の定義に係る不明確性、会計

処理と税務処理の取扱いの差異、税務当局と本投資法人との見解の相違、法律の改正、そ

の他の要因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、

導管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等の額を損金算入できなくなり、

本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪影響をもたらし、本投資証

券の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。なお、導管性要件に関しては、後記「４ 

手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い ②投資法人の税務 (イ) 利益配当等の損金算入

要件」をご参照下さい。 
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(ロ) 税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク 

 本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局

との見解の相違により税務否認等の更正処分を受けた場合には、過年度における導管性要

件が事後的に満たされなくなる可能性があります。このような場合には、本投資法人が過

年度において損金算入した配当金が税務否認される結果、本投資法人の税負担が増大し、

投資主への分配額等に悪影響をもたらす可能性があります。 

 

(ハ) 不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

 本投資法人は、規約における投資方針において、その有する特定資産の価額の合計額に

占める、特定不動産の価額の合計額の割合を75％以上となるように運用します（規約第29

条第５項）。本投資法人は、上記内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要

件を充足することを前提として、直接に不動産を取得する場合の不動産流通税（登録免許

税及び不動産取得税）の軽減措置の適用を受けることができると考えています。しかし、

本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が

変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用を受けることがで

きない可能性があります。 

 

(ニ) 一般的な税制の変更に関するリスク 

 不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に

関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負

担が増大し、その結果本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投

資証券に係る利益の配当、出資の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解

釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資証券の保有又は売却による投資主の手取金の

額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性がありま

す。 

 

⑥ その他 

(イ) 取得予定資産を組み入れることができないリスク 

 本投資法人は、本投資証券の払込期日後遅滞なく、前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 

③ 取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の取得を予定しています。 

 しかし、本書の日付以後、経済環境等が著しく変わった場合においては、取得予定資産

を取得することができない可能性があります。この場合、本投資法人は、代替資産を取得

するための努力を行う予定ですが、短期間に投資に適した物件を取得することができる保

証はなく、短期間に物件を取得できずかつかかる資金を有利に運用できない場合には、投

資主に損害を与える可能性があります。 

 

(ロ) 不動産の鑑定評価等に関するリスク 

 不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に

基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な

不動産価格と一致するとは限りません。同じ物件について鑑定、調査等を行った場合でも、

不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額、調査価格の

内容が異なる可能性があります。また、かかる鑑定等の結果は、現在及び将来において当

該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。 
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(ハ) 過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク 

 前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」記載の過去の収支状況は、

不動産信託受益権に係る不動産の前所有者及び現所有者における賃貸事業収支をあくまで

参考として記載したものです。これらは不動産信託受益権に係る不動産の前所有者及び現

所有者から提供を受けた未監査の情報を基礎としているため、すべてが正確であり、かつ

完全な情報であるとの保証はありません。また、これらの情報は本投資法人に適用される

会計原則と同じ基準に基づいて作成されたとの保証もありません。したがって、今後の本

投資法人の収支はこれと大幅に異なるおそれがあります。 

 

(2) 投資リスクに対する管理体制 

① 本投資法人の管理体制 

 本投資法人は投信法に基づいて設立され、執行役員１名、監督役員２名により構成される役

員会により運営されています。役員会は３か月に１回以上開催され、法令で定められた事項の

審議・承認を行うとともに、資産の運用やそのリスクの状況について報告を受けることとして

います。この報告を通じて、資産運用会社及びその利害関係人等から独立した地位にある監督

役員は、各種リスク情報を的確に入手し、執行役員の業務執行状況を監視すること等により、

投資リスクを含む各種リスクを管理します。 

 また、利害関係者との取引などについては、資産運用会社の取締役会へ付議する前に、投資

法人役員会で承認することが社内規則で定められているなど、利益相反等に係るリスクには一

層厳格な管理体制を敷いているほか、内部者取引等管理規則を定めて役員によるインサイダー

類似取引行為の防止に努めています。 

 

② 資産運用会社の管理体制 

 資産運用会社は、リスク管理規程を定め、投資リスクを含むさまざまリスクを把握・管理し、

その具現化を防止するための体制を構築しています。具体的には、コンプライアンス・オフィ

サーをリスク管理担当者とし、コンプライアンス委員会をリスク管理統括組織として、各種リ

スクの状況を把握し対応策を策定するとともに、定期的に取締役会へ報告します。同時に、資

産運用会社は法令遵守規程やコンプライアンス・マニュアルをはじめとする各種社内規則を定

めており、役職員の行動基準や服務規律を明確にし、法令遵守の徹底やコンプライアンス意識

の高揚を図ることなどにより、さまざまなリスクに対応する体制を構築しています。 

 一方、資産運用に関しては運用ガイドラインを策定し、地域別分散投資やタイプ別のポート

フォリオ構成比率などに一定の制限を定めています。同時に、各タイプ別に投資対象地域や投

資額、築年数・耐震性、権利関係、テナント比率、構造、などの資産選定基準を設けている他、

ＰＭ会社選定基準を含めた資産管理・運営方針や付保方針を定めることになどより、各種の投

資リスクを管理しています。 

 また、資産運用会社は、資産運用規則などの社内規則において、運用体制や運用意思決定プ

ロセスを明示しています。資産運用や財務方針に関する重要事項の決定や利害関係者との取引

などについては、コンプライアンス委員会及び投資委員会で綿密な審議を行い、その後上記投

資法人役員会の承認を得た後に、取締役会で決議することが定められているなど、コンプライ

アンスやリスク管理の観点からも所定の牽制機能を備えた体制としています（前記「１ 投資

法人の概況 (4) 投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制 及び ③ 投資運用の意思決定機

構」をご参照下さい。）。更に、資産運用会社は内部者取引管理規程を定めて役職員によるイ

ンサイダー類似取引行為の防止に努めています。 
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４【手数料等及び税金】 

(1）【申込手数料】 

該当事項はありません。 

 

(2）【買戻し手数料】 

 本投資法人は、投資主（実質投資主を含みます。）の請求による投資口の払戻しを行わない

ため（規約第８条）、該当事項はありません。 

 

(3）【管理報酬等】 

① 役員報酬（規約第19条） 

本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次の通りです。 

(イ) 各執行役員の報酬は、一人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に

照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末

日までに支払うものとします。 

 

(ロ）各監督役員に対する報酬は、一人当たり月額70万円を上限とし、一般物価動向、賃金動

向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を

当月末日までに支払うものとします。 
（注）本投資法人は、執行役員又は監督役員による法令又は規約に違反する行為に関する責任について、当該執行役員又は監

督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員

又は監督役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償の責めに任ずべき額から次の各

号に掲げる金額を控除した額を限度として、役員会の決議をもって免除することができるものとします（規約第20条）。 

１）役員会の決議の日の属する営業期間又はその前の各営業期間において、当該執行役員又は監督役員が報酬その他の

職務遂行の対価として本投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益（下記２）に定めるものを除きます。）

の額の営業期間毎の合計額のうち、最も高い額の４年分に相当する額 

２）当該執行役員又は監督役員が本投資法人から受けた退職慰労金の額及びその性質を有する財産上の利益の額の合計

額と当該合計額をその職に就いていた年数で除した額に４を乗じた額とのいずれか低い額 

 

② 資産運用会社への資産運用報酬（規約第37条及び別紙１） 

 資産運用会社に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準はそれぞれ次の通りです。資

産運用報酬に関する国又は地方の消費税は、本投資法人の負担とします。 

(イ）運用報酬１（期間報酬） 

 四半期毎（注１）に、本投資法人の総資産額（注２）に年率（注３）0.5％を乗じた金額を各四

半期末日から２か月以内に支払うものとします。ただし、第１決算期に関しては、本投資

法人が四半期末日時点において所有する資産について、取得価額の累計に年率0.5％を乗じ

た金額を、各四半期末日から２か月以内に支払います。 
（注１）四半期とは、以下の期間をいいます。 

毎年２月１日から４月末日までの期間 

毎年５月１日から７月末日までの期間 

毎年８月１日から10月末日までの期間 

毎年11月１日から翌年１月末日までの期間 

（注２）総資産額とは、以下の算式によって計算される金額をいいます。 

１．直前の四半期の末日が本投資法人の決算期である場合 

直前の決算期の貸借対照表（投信法第131条第１項の承認を受けたものに限ります。）に記載された総資産額 
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２．直前の四半期の末日が本投資法人の決算期でない場合 

 ≪直前の決算期の貸借対照表に記載された総資産額≫  

 ＋  

 ≪直前の四半期に取得した資産の取得価額の合計額≫  

 －  

 ≪直前の四半期に売却した資産の簿価の合計額≫  

ただし、取得価額とは、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除いた価額とし、簿価とは、直前の決算期に

おける貸借対照表に記載された価額をいい、以下同様とします。 

（注３）１年を365日として、関連する四半期の実日数により日割計算します（１円未満切捨て）。 

 

(ロ）運用報酬２（取得報酬） 

 本投資法人が取得する資産の取得価額に0.70％（ただし、利害関係者から取得する場合

は0.35％とします。）を乗じた金額を当該資産の取得日（所有権移転等の権利移転の効果

が発生した日）の属する月の翌月末日までに支払います。 

 

(ハ）運用報酬３（売却報酬） 

 本投資法人が売却する資産の売却価額に0.50％を乗じた金額を当該資産の売却日（所有

権移転等の権利移転の効果が発生した日）の属する月の翌月末日までに支払います。 

 

(ニ）運用報酬４（インセンティブ報酬） 

 営業利益及び分配金額（注１）が直前の決算期より増加している場合は、本投資法人の営

業期間毎に算定される本運用報酬４控除前の分配可能金額（注２）の5.0％に相当する金額を

当該営業期間に係る決算期後２か月以内に支払います（注３）。 
（注１）分配金額は、原則として配当可能所得の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 

なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立

金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。 

（注２）分配可能金額とは、投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第136条第１項に定める利益の金額をいい、わが国に

おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される利益（決算期の貸借対照表上の資産合計額

から負債合計額を控除した金額（純資産額）から出資総額、出資剰余金及び評価差額金の合計額（出資総額等）を控

除した金額をいいます。）とします。 

（注３）当該営業期間において、運用報酬４を控除したものとして計算された分配金額が直前の決算期よりも増加していた場

合に運用報酬４が発生することになります。運用報酬４を控除したものとして計算された分配金額が直前の決算期よ

りも減少する場合には、運用報酬４は発生しません。 

 

③ 資産保管会社兼役員会運営に関する事務受託者への報酬 

 資産保管業務及び付随業務にかかる報酬（以下「資産保管業務報酬」といいます。）並びに

役員会運営事務にかかる報酬（以下「役員会運営事務報酬」といいます。）の計算期間は、契

約締結日又は２月若しくは８月の各１日から、その直後に到来する７月又は１月の各末日まで

とします。 

(イ）資産保管業務報酬 

 本投資法人は、各計算期間毎に資産保管業務報酬として、本投資法人の保有する資産が、

不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、次の各号に定める金額に国及び地方の

消費税相当額を加算した金額を支払います。 

ａ．平成18年１月末日までについて、１年を365日として年1,200万円を日割計算した金額。

ただし、本投資法人の出資総額が5億円以下である場合は、本投資法人の出資総額がはじ

めて５億円を超えた日（以下「本基準日」といいます。）の前日までは年120万円、本基
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準日以降は年1,200万円を、それぞれ１年を365日として日割計算した金額とします。 

ｂ．平成18年２月１日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期にお

ける貸借対照表上の資産総額（投信法第129条第１項第１号に規定する貸借対照表上の資

産の部の合計額をいいます。）に基づき、６か月分の料率を記載した以下の資産保管業

務報酬表により計算した金額。 

（資産保管業務報酬表） 

資産総額 算定方法（６か月分） 

300億円以下の部分について 4,500,000円 

300億円超400億円以下の部分について 資産総額 × 0.0150％ 

400億円超600億円以下の部分について 資産総額 × 0.0125％ 

600億円超の部分について 資産総額 × 0.0100％ 

 

(ロ）役員会運営事務報酬 

 本投資法人は、各計算期間毎に役員会運営事務報酬として、次の各号に定める金額に国

及び地方の消費税相当額を加算した金額を支払います。 

ａ．平成18年１月末日までについて、１年を365日として年240万円を日割計算した金額。 

ｂ．平成18年２月１日以降について、以下の役員会運営事務報酬表による金額。 

（役員会運営事務報酬表） 

６か月分の金額 1,000,000円 

 

(ハ）本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業

務報酬は、現物不動産１物件当たり月額20万円で計算した額と上記（イ）各号に定める金

額との合計額に国及び地方の消費税相当額を加算した金額とします。なお、本投資法人の

保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることと

なった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及びみずほ信託銀行

株式会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。 

 

④ 名義書換事務受託者への報酬 

(イ）名義書換事務受託者に支払う手数料（以下「名義書換事務手数料」といいます。）は、

以下の委託事務手数料表に基づき毎月計算される金額とします。ただし、委託事務手数料

表に定めのない名義書換事務手数料は、その都度、本投資法人と名義書換事務受託者であ

る中央三井信託銀行株式会社（以下「名義書換事務受託者」といいます。）との間で協議

の上、これを決定します。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、委託事務手

数料表によりがたい事情が生じた場合は、随時本投資法人と名義書換事務受託者で協議の

上、変更し得るものとします。 

 

(ロ）名義書換事務受託者は、名義書換事務手数料を毎月末日に締切り翌月15日までに本投資

法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月中に、名義書換事務受託者の指定する銀行

口座へ振込又は口座振替（振込手数料又は振替手数料並びに当該振込手数料金額又は振替

手数料金額に係る国及び地方の消費税は本投資法人の負担とします。）の方法により名義

書換事務手数料を支払います。 
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＜委託事務手数料表＞ 

■通常事務手数料表 

手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲 

１．基本手数料 (1）毎月末現在における投資主及び実質投資主

の名寄せ合算後投資主数を基準として、投

資主１名につき下記段階に応じ区分計算し

た合計額の６分の１。 

ただし、月額の最低料金は200,000円とし

ます。 

5,000名まで     480円 

10,000名まで     420円 

30,000名まで     360円 

50,000名まで     300円 

100,000名まで     260円 

100,001名以上     225円 

(2）除籍の投資主票及び実質投資主票 

１件につき   70円 

投資主名簿等の管理 

投資主票及び実質投資主票の

管理 

平常業務に伴う月報等諸報

告、期末現在における投資主

及び実質投資主の確定と各名

簿を合算した諸統計表の作成

新規及び除籍の投資主票、実

質投資主票の整理 

２．名義書換手数料 (1）書換等の投資証券１枚につき   110円 

(2）書換等の投資口数１口につき   120円 

投資証券の名義書換 

質権の登録及び抹消 

改姓名、商号変更、その他投

資証券の表示変更に関する投

資証券及び投資主名簿への記

載 

３．投資証券不所持

取扱手数料 

(1）投資証券不所持申し出取扱料 

投資証券１枚につき   80円 

(2）投資証券発行又は返還料 

投資証券１枚につき   80円 

投資証券不所持制度にもとづ

く不所持申し出の受理 

投資証券寄託先への寄託又は

投資証券の廃棄 

不所持取扱中の投資主より交

付請求があった場合の投資証

券交付及びそれに付随する事

務 
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手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲 

４．分配金事務手数

料 

(1）期末現在における投資主及び実質投資主の

名寄せ合算後投資主数を基準として、投資

主１名につき下記段階に応じ区分計算した

合計額。 

ただし、最低料金は350,000円とします。 

5,000名まで     120円 

10,000名まで     110円 

30,000名まで     100円 

50,000名まで      80円 

100,000名まで      60円 

100,001名以上      50円 

(2）指定振込払いの取扱１件につき  150円 

(3）郵便振替支払通知書の分割 

１枚につき  100円 

(4）特別税率の適用  １件につき  150円 

(5）分配金計算書作成 １件につき  15円 

分配金の計算及び分配金明細

表の作成 

分配金領収証及び郵便振替支

払通知書の作成 

印紙税の納付手続 

分配金支払調書の作成 

分配金の未払確定及び未払分

配金明細表の作成 

分配金振込通知及び分配金振

込テープ又は分配金振込票の

作成 

一般税率以外の源泉徴収税率

の適用 

分配金計算書の作成 

５．投資証券分合交

換手数料 

(1）回収投資証券   １枚につき  80円 

(2）交付投資証券   １枚につき  80円 

分割、併合等による投資証券

の回収、廃棄及び新投資証券

の交付 

６．分配金支払手数

料 

(1）分配金領収証及び郵便振替支払通知書 

１枚につき  450円 

(2）毎月末現在における未払の分配金領収証及

び郵便振替支払通知書 

１枚につき  ３円 

取扱期間経過後の分配金及び

分配金の支払 

未払分配金及び分配金の管理

７．諸届・調査・証

明手数料 

(1）諸  届     １件につき  600円 

(2）調  査     １件につき  600円 

(3）証  明     １件につき  600円 

住所変更届、特別税率適用届

及び銀行振込指定書並びに実

質投資主管理番号変更届等諸

届出の受理 

税務調査等についての調査、

回答 

分配金支払証明書等諸証明書

の発行 

８．諸通知発送手数

料 

(1）封入発送料 封入物２種まで 

（機械封入） 

１通につき  25円 

１種増すごとに５円加算 

(2）封入発送料 封入物２種まで 

（手封入） 

１通につき  40円 

１種増すごとに10円加算 

(3）葉書発送料    １通につき  ８円 

(4）宛名印書料    １通につき  15円 

(5）照 合 料   １照合につき  10円 

封入発送料…招集通知、決議

通知等の封入、

発送、選別及び

書留受領証の作

成 

葉書発送料…葉書の発送 

宛名印書料…諸通知等発送の

ための宛名印書

照合料…２種以上の封入物に

ついての照合 
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手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲 

９．還付郵便物整理

手数料 

１通につき             200円 投資主総会関係書類、分配

金、投資証券その他還付郵便

物の整理、保管、再送 

10．投資主総会関係

手数料 

(1）議決権行使書（委任状）作成料 

行使書（委任状）１枚につき  15円 

(2）議決権行使書（委任状）集計料 

行使書（委任状）１枚につき  70円 

ただし、最低料金は70,000円とします。 

(3）投資主総会受付補助   

派遣者１名につき     10,000円 

議決権行使書（又は委任状）

の作成 

議決権行使書（又は委任状）

の集計 

投資主総会受付事務補助 

11．投資主一覧表作

成手数料 

(1）全投資主を記載する場合 

１名につき  20円 

(2）一部の投資主を記載する場合 

該当投資主１名につき  20円 

大口投資主一覧表等各種投資

主一覧表の作成 

12．複写手数料 複写用紙１枚につき         30円 投資主一覧表及び分配金明細

表等の複写 

13．分配金振込投資

主勧誘料 

投資主１名につき          50円 分配金振込勧誘状の宛名印書

及び封入並びに発送 

14．投資証券廃棄手

数料 

投資証券１枚につき         15円 

 ただし、最低料金は30,000円とします。 

予備投資証券等の廃棄 

 

■保管振替制度関係手数料表 

手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲 

１．実質投資主管理

料 

 毎月末現在における名寄せ後の実質投資主１

名につき、下記段階に応じ区分計算した合計

額。 

 ただし、月額の最低料金は50,000円としま

す。 

5,000名まで     50円 

10,000名まで     45円 

30,000名まで     40円 

50,000名まで     30円 

50,001名以上     25円 

実質投資主の実質投資主管理

番号単位の管理 

投資主と実質投資主及び実質

投資主間の名寄せ 

実質投資主の抹消・減少通知

に係る処理 

２．新規預託投資口

数データ処理手

数料 

新規預託投資口数データ１件につき  200円 新規預託投資口数データの作

成及び仮実質投資主名簿への

登録 

３．投資主通知デー

タ処理手数料 

照合用実質投資主データ及び実質投資主通知 

データ１件につき          150円 

データの入力及び仮実質投資

主名簿、実質投資主名簿との

照合並びに登録 
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⑤ 会計事務等に関する業務受託者の報酬 

(イ）本投資法人は、会計事務等の業務の報酬として、以下の報酬額の合計額（国及び地方の

消費税別途）を支払います。 

ａ．固定報酬額として月額金1,480,000円 

ｂ．変動報酬として当初の17棟を超えて本投資法人が所有し会計事務等に関する業務受託

者である税理士法人平成会計社（以下「会計事務等に関する業務受託者」といいま

す。）が業務を提供する不動産（信託財産の裏づけとなる不動産を含みます。）一物件

毎に、以下の計算式に従い算出される金額の合計額 

変動報酬の計算方法 

金50,000円×取得した月から決算月までの月数 

ｃ．償却資産税申告書作成報酬として、以下の計算式に従い算出される金額 

金50,000円×申告対象となる物件数 

ｄ．事業所税申告書作成報酬として、以下の計算式に従い算出される金額 

金30,000円×申告対象となる物件数 

 

(ロ）本投資法人は、会計事務等に関する業務受託者の請求に基づき、①当月分の固定報酬を

当月末日までに、②変動報酬の合計額を該当期（決算月）末日から２か月以内に、③償却

資産税申告書作成報酬を同年２月末日までに、④事業所税申告書作成報酬を同年９月末日

及び翌年３月末日までに、各報酬額に係る国及び地方の消費税と合わせて、会計事務等に

関する業務受託者が別途指定する銀行口座に振込送金により支払います。 

 

(ハ）税務調査の立会等、会計事務等に関する業務委託契約に定める業務を超える事項が発生

した場合の報酬については、別途本投資法人及び会計事務等に関する業務受託者が協議の

上決定します。 

 

⑥ 引受手数料 

 一般募集による新投資口の発行に際し、本投資法人から引受人に対して引受手数料は支払わ

れません。ただし、引受人が本投資法人に支払う発行価額と、投資者向けに募集する価格（発

行価格）の差額の総額は、引受人の手取金となります（前記「第一部 証券情報 第１ 内国投

資証券（投資法人債券を除く。） １ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募

集） (14) その他 ① 引受け等の概要」をご参照下さい。）。 

 

⑦ 会計監査人報酬（規約第27条） 

 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として、役員会で決定

する金額を、当該決算期後３か月以内に支払います。 

 

⑧ 設立企画人の報酬 

 設立企画人は、本投資法人の設立に係る成立までの役務に対する報酬として5,000万円を受

領します（規約第41条）。 

 

(4）【その他の手数料等】 

 本投資法人の負担に帰すべき設立費用は、本投資法人の設立に係る専門家（弁護士、公認会

計士及び税理士等を含みます。）に対する報酬及びその他設立のための事務に必要となる費用

（設立登記の登録免許税、創立総会に関する費用、投信法第187条に規定する登録のために支
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出した費用及び投資証券の作成印刷費等を含みます。）とし、その金額は１億円を上限としま

す（規約第42条）。 

 上記に加えて、本投資法人は、本投資証券の発行及びその他運用資産の運用に係る以下の費

用を負担します。 

① 本投資証券の発行に関する費用（券面の作成、印刷及び交付に係る費用を含みます。） 

② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用 

③ 目論見書及び（仮）目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用 

④ 財務諸表、資産運用報告書等の作成、印刷及び交付に係る費用（これを監督官庁に提出す

る場合の提出費用を含みます。） 

⑤ 本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用 

⑥ 本投資法人の法律顧問及び税務顧問等に対する報酬及び費用 

⑦ 投資主総会及び役員会開催に係る費用及び公告に係る費用並びに投資主に対して送付する

書面の作成、印刷及び交付に係る費用 

⑧ 執行役員、監督役員に係る実費及び立替金等 

⑨ 運用資産の取得、管理、売却等に係る費用（媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維

持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。） 

⑩ 借入金及び投資法人債に係る利息  

⑪ 本投資法人の運営に要する費用  

⑫ その他前各号に類する費用で役員会が認めるもの 

 

(5）【課税上の取扱い】 

 日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下

記の通りです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容

は変更されることがあります。 

① 投資主の税務 

(イ）個人投資主の税務 

ａ．利益の分配に係る税務 

 個人投資主が投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得とし

て取り扱われ、原則20％の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象とな

ります。配当控除の適用はありません。ただし、本上場投資口の利益の分配は特例の対

象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申

告不要の選択が可能となります。また、利益の分配に係る特例による源泉徴収税率は、

平成20年３月31日までに支払を受けるべきものに関しては10％（所得税７％、住民税

３％）、平成20年４月１日以後に支払を受けるべきものに関しては20％（所得税15％、

住民税５％）となります。なお、大口個人投資主（発行済投資口総数の５％以上を保

有）はこの特例の対象とはならず、原則通り20％の税率により所得税が源泉徴収され、

総合課税による確定申告が要求されます。 

ｂ．利益を超えた金銭の分配に係る税務 

 個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、投資口の消却を伴

わない出資の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等

に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当 (注１) として上記ａ．におけ

る利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配

当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額 (注２) として取扱われます。各投資主は

この譲渡収入に対応する譲渡原価 (注３) を算定し、投資口の譲渡損益の額 (注４) を計算
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します。この譲渡損益の取扱いは、下記ｃ．の投資口の譲渡における証券会社等を通じ

た譲渡等の場合と原則同様になります。 

ｃ．投資口の譲渡に係る税務 

 個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合

と同様に、株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20％（所得税

15％、住民税５％）の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の

譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場

合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本上場投資口を証

券会社等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。 

(ⅰ）申告分離課税の上記20％の税率は、平成19年12月31日までの譲渡等に関しては10％

（所得税７％、住民税３％）となります。 

(ⅱ）本上場投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その損失をその譲渡日の属

する年度における他の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれないため株式等の譲

渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件に、翌年以降３年間にわたりこの

損失を株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することが認められます。 

(ⅲ）証券会社等における特定口座の源泉徴収選択口座（源泉徴収を選択した特定口座）内

において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められ

ます。源泉税率は、平成19年12月31日までの譲渡等に対しては10％（所得税７％、住

民税３％）、平成20年１月１日以後の譲渡等に対しては20％（所得税15％、住民税

５％）となります。 

 

(ロ）法人投資主の税務 

ａ．利益の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から利益の分配を受け取る際には、株式の配当と同様に取り

扱われ、原則20％の税率により所得税が源泉徴収されます。ただし、本上場投資口の利

益の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は平成20年３月31日までに支払を

受けるべきものに関しては７％、平成20年４月１日以後に支払を受けるべきものに関し

ては15％となります。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の

対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。 

ｂ．利益を超えた金銭の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配は、投資口の消却を伴

わない出資の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等

に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当 (注１) として上記ａ．におけ

る利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配

当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額 (注２) として取扱われます。各投資主は

この譲渡収入に対応する譲渡原価 (注３) を算定し、投資口の譲渡損益の額 (注４) を計算

します。この譲渡損益の取扱いは、下記ｃ．の投資口の譲渡の場合と同様となります。 

ｃ．投資口の譲渡に係る税務 

 法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則

約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。 

（注１）みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。 

 みなし配当の金額＝出資の払戻し額－投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額 

（注２）投資口の譲渡に係る収入金額は、以下の通り算定されます。 

 投資口の譲渡に係る収入金額 ＝ 出資の払戻し額 － みなし配当金額（注１） 
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（注３）投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。 

 投資法人の出資払戻し総額 

 
出資払戻し直前の取得価額 × 

投資法人の前期末の簿価純資産価額
※ 

※ この割合は、小数点以下第３位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人

からお知らせします。 

（注４）投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。 

 投資口の譲渡損益の額 ＝ 譲渡収入金額（注２）－譲渡原価の額（注３） 

 

② 投資法人の税務 

(イ）利益配当等の損金算入要件 

 税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人に対

しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を損金に算入

することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件

（導管性要件）は以下の通りです。 

ａ．配当等の額が配当可能所得の90％超（又は金銭の分配の額が配当可能額の90％超）で

あること 

ｂ．他の法人の株式又は出資の50％以上を有していないこと(注) 

ｃ．借入れは、証券会社、銀行、保険会社等の適格機関投資家からのものであること 

ｄ．事業年度の終了時において、３人以下の投資主及びその特殊関係者により発行済投資

口総数の50％超を保有される同族会社に該当していないこと 

ｅ．発行する投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額

の占める割合が50％を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること 

ｆ．事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されているこ

と 
（注) 一定の要件を満たした投資法人が、平成16年４月１日から平成19年３月31日までの期間に特定目的会社の優先出資証券

の全部を取得した際は、この優先出資証券の取得・保有に係る要件を満たすことにより、特定の事業年度においてｂ．

の要件の除外事項となります。なお、本投資法人に関しては、第１期においては投資法人の要件の一つである営業年度

が６か月以下のものであることに該当しないため、この規定の適用対象となる投資法人に該当しませんが、第２期以降

においては適用対象となる投資法人の要件を満たします。 

 

(ロ）不動産流通税の軽減措置 

ａ．登録免許税 

 不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が平成18

年３月31日までは課税標準額の１％、そして平成18年４月１日以後は２％の税率により

課されます。ただし、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特

定資産のうち特定不動産（不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権

若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。）の価格の合計額が本投資法人の

有する特定資産の価格の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、

借入れは適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人は、平成18年

３月31日までに取得する不動産に対しては、登録免許税の税率が特例により0.6％に軽減

されます。 

ｂ．不動産取得税 

 不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が平成18年３月31日までは課税標

準額の３％、そして平成18年４月１日以後は４％の税率により課されます。ただし、上

記ａ．の要件を満たす投資法人が平成19年３月31日までに取得する不動産に対しては、
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特例により不動産取得税の課税標準額が３分の１に軽減されます。 
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５【運用状況】 

(1）【投資状況】 

該当事項はありません。 

 

(2）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

該当事項はありません。 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 

(3）【運用実績】 

①【純資産等の推移】 

 年月日 
総資産額 
（円） 

純資産総額 
（円） 

１口当たりの純資産額
（円） 

 平成17年２月16日 100,000,000 100,000,000 500,000 

（注）総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。 

 

②【分配の推移】 

該当事項はありません。 

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】 

該当事項はありません。 
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６【手続等の概要】 

(1）申込（販売）手続等 

 申込期間中の各営業日に、「第一部 証券情報」に従って一般募集及びオーバーアロットメン

トによる売出しが行われます。申込みの方法及び申込証拠金、発行価格、売出価格等の申込みの

条件については「第一部 証券情報」をご参照下さい。 

 

(2）買戻し手続等 

 本投資法人の発行する投資証券は、クローズド・エンド型であり、投資主（実質投資主を含み

ます。）の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第８条）。 

 本書の日付現在、本投資法人及び資産運用会社は、本投資証券の上場を東京証券取引所に申請

しています。本投資証券の上場後は、本投資証券を東京証券取引所を通じて売買することが可能

です。また、証券取引所外で本投資証券を譲渡することも可能です。 
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７【管理及び運営の概要】 

(1）資産管理等の概要 

① 資産の評価 

(イ）投資口の１口当たりの純資産額 

 １口当たり純資産額＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷発行済投資口の総口数 

 

(ロ）本投資法人の資産評価の方法 

 本投資法人は、資産の評価を、投信法その他の法令に従って行うほか、取得する資産の

種類（不動産、信託受益権等）毎に定められた方法及び基準により行うものとします。 

 

(ハ）資産評価の基準日は、各決算期（毎年１月末日と７月末日）とします。 

 

(ニ）貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され（投信法第129条）、役員会により承

認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が書面にて通知され、承認済みの

計算書類等が監査報告書の謄本とともに投資主に交付されます（投信法第131条第２項、第

４項）。 

 

② 保管 

 投資主は、証券会社等との間で保護預り契約を締結し、本投資証券の保管を委託できます

（本投資証券が東京証券取引所の不動産投資信託証券市場に上場できない場合には、保管を委

託できない場合があります。）。保護預りの場合、本投資証券は、混蔵保管され、投資主に対

しては取引残高報告書が定期的に交付されます。 

 投資主から本投資証券の保管の委託を受けた証券会社等は、当該投資主の承諾を得て、また

当該投資主の請求に基づいて、当該投資主から保管の委託を受けた本投資証券を保管振替機構

に預託することができます。 

 投資主は、記名式の本投資証券の券面を直接保有することもできます。保護預りを行わない

場合、本投資証券の券面は、投資主が自らの責任において保管することになります。 

 

③ 存続期間 

 本投資法人には存続期間の定めはありません。 

 

④ 計算期間 

 本投資法人の営業期間は、毎年２月１日から７月末日まで、及び８月１日から翌年１月末日

までの各６か月間とし、各営業期間の末日を決算期とします。ただし、本投資法人の第１期営

業期間は、本投資法人設立の日（平成17年２月16日）から平成18年１月末日までとします（規

約第35条）。 

 

⑤ その他 

(イ）増減資に関する制限 

ａ．最低純資産額 

 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です。 

ｂ．投資口の追加発行 

 本投資法人が発行する投資口の総口数は、200万口とします。 

ｃ．国内における募集 
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 本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口

の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。 

 

(ロ）解散条件 

 本投資法人における解散事由は以下の通りです（投信法第143条）。 

ａ．投資主総会の決議 

ｂ．合併 

ｃ．破産手続開始の決定 

ｄ．解散を命ずる裁判 

ｅ．投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し 

 

(ハ）規約の変更に関する手続 

 規約を変更するには、投資主総会の特別決議が必要とされ、発行済投資口の総数の過半

数に当たる投資口を有する投資主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数を

もってこれを行う必要があります（投信法第140条、商法第343条第１項）。 

 本投資証券の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京

証券取引所の上場規程の特例に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運

用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、証

券取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規

約は、証券取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示

されます。 

 

(ニ）関係法人との契約の更改等に関する手続 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、

解約、変更等に関する規定は、以下の通りです。 

ａ．資産運用会社：ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社 

資産運用委託契約 

 期間 本投資法人が投信法に基づく登録を受けた日に効力を生じるものとし、契約期間

の定めはありません。 

 更新 該当事項はありません。 

 解約 ⅰ 各当事者は、相手方に対し６か月前までに書面をもって解約の通知をし、本

投資法人の場合は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社の場合は本投

資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。 

  ⅱ 本投資法人は、資産運用会社の職務上の義務違反等の場合、役員会の決議に

より、資産運用委託契約を解約することができます。 

 変更等 両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更する

ことができます。 
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ｂ．資産保管会社兼役員会運営に関する事務受託者：みずほ信託銀行株式会社（以下本ｂ．

において「資産保管会社」といいます。） 

資産保管業務・役員会運営事務委託契約 

 期間 契約締結の日（平成17年２月16日）から３年間です。契約当事者のいずれか一方

からその相手方に対して、契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満

了をもって資産保管業務・役員会運営事務委託契約は終了します。 

 更新 期間満了の３か月前までに契約当事者のいずれか一方からその相手方に対して、

有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされな

かったときは、更に２年間延長し、以後も同様となります。 

 解約 本投資法人及び資産保管会社は、合意した場合及び相手方が契約履行に重大な支

障を及ぼす違反、倒産等の事由に該当し、当該相手方に対する文書による通知が

なされた場合、委託契約を解約することができます。 

 変更等 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務・役員会

運営事務委託契約の各条項の定めを変更することができます。 

 

ｃ．名義書換事務受託者：中央三井信託銀行株式会社 

名義書換事務委託契約 

 期間 平成17年２月16日から効力を生じるものとし、平成20年７月末日まで効力を有し

ます。 

 更新 名義書換事務委託契約の終了日の３か月前までに当事者のいずれからも文書によ

る別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に３年間延

長されるものとし、その後も同様とします。 

 解約 本投資法人及び名義書換事務受託者は、合意した場合及び相手方が契約履行に重

大な支障を及ぼす違反、倒産等の事由に該当し、当該相手方に対する文書による

通知がなされた場合、委託契約を解約することができます。 

 変更等 当事者間で協議の上、契約を変更することができます。 

 

ｄ．会計事務等に関する業務受託者：税理士法人平成会計社 

会計事務等に関する業務委託契約 

 期間 平成17年２月16日から１年間とします。 

 更新 期間満了３か月前までに当事者双方いずれからも文書による別段の申出がないと

きは、本契約は従前と同一の条件にて更に１年間延長されるものとし、以後も同

様となります。 

 解約 解約の通知、又は倒産等の事由に該当する場合終了するものとします。 

 変更等 当事者間の合意及び法令に従って変更することができます。 

 

ｅ．会計監査人：中央青山監査法人 

 本投資法人は、中央青山監査法人を会計監査人とします。 

 会計監査人は、投資主総会において選任します（規約第25条）。会計監査人の任期は、

就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時まで

とします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、

その投資主総会において再任されたものとみなされます（規約第26条）。 
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(ホ）公告の方法 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います（規約第４条）。 

 

(2）利害関係人との取引制限 

① 法令に基づく制限 

(イ）利益相反取引の制限 

 資産運用会社は、法令の定めるところにより、利害関係人等との取引について一定の行

為を行うことが禁じられています。 

 

(ロ）利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、一定の者との間における利益相反のおそれがある取引が行われたとき

は、原則として投信法の定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該

投資法人、資産の運用を行う他の投資法人等に対して交付しなければなりません。 

 

(ハ）資産の運用の制限（投信法第195条、第193条、投信法施行令第95条乃至97条） 

 登録投資法人は、ａ. その執行役員又は監督役員、ｂ. その資産の運用を行う投資信託

委託業者、ｃ. その執行役員又は監督役員の親族、ｄ. その資産の運用を行う投資信託委

託業者の取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人

との間で、原則として次に掲げる行為を行ってはなりません。 

ａ．有価証券の取得又は譲渡 

ｂ．有価証券の貸借 

ｃ．不動産の取得又は譲渡 

ｄ．不動産の貸借 

ｅ．宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 

 

② 本投資法人の自主ルール（利益相反対策ルール） 

 資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は「利害関係者」との取引

に係る自主ルールを以下の通り定めています。 

(イ）基本原則 

 利害関係者と取引を行う場合には、コンプライアンス・オフィサーは、取締役会への付

議の前に予め投資法人の役員会の承認を得なければなりません。投資法人の役員会の承認

が得られない場合、コンプライアンス・オフィサーは起案した部署に差し戻すものとし、

起案した部署はこれを再検討します。差し戻しを受けた起案した部署は、再検討後起案す

る場合には、最初から内部手続をやり直すものとします。 

 

(ロ）利害関係者 

 「利害関係者」とは、投信法上定義されている利害関係人等のほか、以下をいいます。 

Ａ．資産運用会社の総株式の議決権の10％以上を保有する株主（以下「利害関係株主」と

いいます。）、その関係会社及びその役員 

 関係会社とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ．利害関係株主が、単独で又は緊密な者及び同意している者の保有する議決権と合算

して、当該会社の議決権の20％以上を保有する場合 

 「緊密な者」とは、出資、人事、資金、技術、取引等における関係からみて、利害

関係株主の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者をいいます。 
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 「同意している者」とは、契約その他の事前の合意に基づき利害関係株主の意思と

同一の内容の議決権を行使すると認められる者をいいます。 

ｂ．利害関係株主が保有する当該会社の議決権については上記ａ．には該当しないが、

以下のいずれかに該当する場合 

ⅰ．利害関係株主の現在又は過去の役員・使用人が当該会社の代表取締役その他代表

権を有する者に就任しているか、利害関係株主の現在又は過去の役員・使用人が当

該会社の取締役会の構成員の過半数を占める場合 

ⅱ．利害関係株主が当該会社の重要な融資又は資金調達額の過半について、融資、債

務保証又は担保提供している場合 

ⅲ．利害関係株主が当該会社に対し、重要な技術の提供を行っている場合 

ⅳ．利害関係株主が当該会社の重要な営業上・事業上の取引又は財務・営業・事業の

方針決定を支配する旨の契約その他の合意が存在する場合 

ⅴ．上記ⅰ．乃至ⅳ．に定めるほか、利害関係株主が当該会社の意思決定に重要な影

響を与えることが推測される客観的な事実が存在する場合又は当該会社の意思決定

機関を支配していることが推測される客観的な事実が存在する場合 

Ｂ．Ａ．に規定する利害関係株主、その関係会社及びその役員の実質的な支配が及んでい

るとコンプライアンス・オフィサーが合理的に判断する会社 

 

(ハ）利益相反回避のための個別ルール 

ａ．利害関係者から資産を取得する場合は、利害関係者からの依頼を受けて当該資産の鑑定

評価をしたことのない不動産鑑定士が評価した不動産鑑定評価額以下の金額で取得するも

のとします。 

ｂ．利害関係者へ資産を売却する場合は、利害関係者からの依頼を受けて当該資産の鑑定評

価をしたことのない不動産鑑定士が評価した不動産鑑定評価額以上の金額で売却するもの

とします。 

ｃ．利害関係者へ資産を賃貸する場合は、市場相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総

合的に勘案して、当社が設定した適正賃料水準を前提に公正妥当な賃貸条件をもって賃貸

するものとします。 

ｄ．利害関係者へ資産の売買及び賃貸の媒介を依頼する場合の報酬は宅地建物取引業法（昭

和27年法律第176号。その後の改正を含みます。）（以下「宅地建物取引業法」といいま

す。）に規定する報酬以下（売買価格の３％を上限とした額（消費税別）、契約賃料の１

か月分相当額（消費税別））とし、売買価格及び業務の難易度等を勘案して決定します。 

ｅ．利害関係者をＰＭ会社として起用する場合は、ＰＭ会社選定基準に沿って他社と比較・

検討した上で、最もコストパフォーマンスが優れていると判断された場合に限り起用しま

す。 

ｆ．利害関係者へ修繕工事を発注する場合は、第三者の見積価格及び内容等を比較検討した

上で適正と判断される条件で発注します。なお、発注額が10百万円未満の工事については、

投資法人の役員会の事前承認を要しないものとします。 

ｇ．利害関係者との取引を行った場合は、取引に係る条件について、合理的な範囲において

速やかに情報開示を行います。 
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(3）投資主・投資法人債権者の権利 

① 投資主総会における議決権 

(イ）本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有して

います。投資主総会において決議される事項は、以下の通りです。 

ａ．執行役員、監督役員及び会計監査人の選任と解任 

ｂ．投資信託委託業者との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意 

ｃ．投資口の併合 

ｄ．投資法人の解散 

ｅ．規約の変更 

ｆ．その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項 

 

(ロ）投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。 

ａ．投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合の他、出席した投資主の議

決権の過半数でこれを行います。 

ｂ．投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。 

ｃ．書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。 

ｄ．本投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法に

より議決権を行使することができる旨を定めることができます。 

ｅ．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその

投資主総会に提出された議案について賛成したものとみなします。 

ｆ．上記ｅ．の定めに基づき議案に賛成したものとみなした投資主の有する議決権の数は、

出席した投資主の議決権の数に算入します。 

ｇ．本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議により、予め公告して、一定の日にお

ける投資主名簿に記載されている投資主又は登録質権者をもって、その権利を行使すべき

投資主又は登録質権者とします。 

 

② その他の共益権 

 一定の条件を充足する投資主は、法令の定めるところにより代表訴訟提起権、投資主総会決

議取消権、執行役員等の違法行為差止請求権、新投資口発行無効訴権、合併無効訴権、設立無

効訴権、投資主提案権、投資主総会招集権、検査役選任請求権、執行役員等解任請求権及び解

散請求権を有しています。 

 

③ 財産的な権利 

 分配金請求権及び残余財産分配請求権を有していますが、払戻請求権は有していません。 

 

④ その他の権利 

 投資口の処分権、投資証券交付請求権及び不所持請求権並びに帳簿等閲覧請求権を有してい

ます。 
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第２【財務ハイライト情報】 
 

 本投資法人の第１期の営業期間は、平成17年２月16日（設立日）から平成18年１月末日までで

す。本書の日付現在、本投資法人は、第１期の営業期間を終了していませんので、第１期に関す

る財務諸表は作成されていません。したがって、該当事項はありません。 

 なお、本投資法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、財務諸表について中央青山監

査法人の監査を受けます。 
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第３【内国投資証券事務の概要】 
 

１．名義書換の手続、取扱場所、取次所、事務受託者及び手数料 

 本投資証券の所持人は、本投資法人及び本投資法人の名義書換事務受託者である中央三井信託銀

行株式会社の定める手続に従って本投資証券の名義書換を本投資法人に請求することができます。

本投資証券の譲渡は、かかる名義書換によらなければ、本投資法人に対抗することができません。

名義書換手続の取扱場所、取次所、事務取扱者及び手数料は次の通りです。 

 取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 本店 

 取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

 事務受託者の名称 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 

 手数料 なし 

 

２．投資主名簿の閉鎖の時期 

該当事項はありません。 

 

３．投資主に対する特典 

該当事項はありません。 

 

４．内国投資証券の譲渡制限の内容 

該当事項はありません。 

 

５．その他内国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項 

該当事項はありません。 
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第４【投資法人の詳細情報の項目】 
 

第１ 投資法人の追加情報 

１ 投資法人の沿革 

２ 役員の状況 

３ その他 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 買戻し手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 存続期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

２ 利害関係人との取引制限 

３ 投資主・投資法人債権者の権利 

第４ 関係法人の状況 

１ 資産運用会社の概況 

(1) 名称、資本の額及び事業の内容 

(2) 運用体制 

(3) 大株主の状況 

(4) 役員の状況 

(5) 事業の内容及び営業の概況 

２ その他の関係法人の概況 

(1) 名称、資本の額及び事業の内容 

(2) 関係業務の概要 

(3) 資本関係 

第５ 投資法人の経理状況 

１ 財務諸表 

２ 投資法人の現況 

(1) 純資産額計算書 

(2) 借入れの状況 

第６ 販売及び買戻しの実績 
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第三部【投資法人の詳細情報】 
 

第１【投資法人の追加情報】 
 

１【投資法人の沿革】 

 平成17年２月10日 設立企画人（ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式

会社）による投信法第69条第１項に基づく本投資法人の設立に係る届出 

 平成17年２月16日 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 

 平成17年２月18日 投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請 

 平成17年３月16日 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施（登

録番号 関東財務局長 第31号） 

 平成17年３月18日 規約の変更 

 平成17年６月１日 規約の変更 

 

２【役員の状況】 

   （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴 
所有投資
口数 

昭和48年４月 伊藤忠商事株式会社入社 

平成９年４月 同 海外建設部長代行 兼 海外建設部

海外建設第三課長 

平成10年４月 同 建設事業部長代行 兼 建設事業部

金融証券事業室長 兼 海外建設部 

平成11年４月 同 建設事業部長 

平成12年４月 同 建設部長 

平成12年７月 同 大阪建設部長 

平成16年１月 ジャパン・シングルレジデンス・アセッ

トマネジメント株式会社代表取締役社長

に就任、現在に至る 

執行役員 長井光夫 

平成17年２月 ジャパン・シングルレジデンス投資法人

執行役員就任、現在に至る 

0 

平成元年４月 三宅・畠澤・山崎法律事務所勤務 

平成３年４月 尾崎法律事務所入所 

平成６年２月 原田・尾崎・服部法律事務所に事務所名

変更 パートナー就任 

平成16年７月 尾崎・服部法律事務所に事務所名変更 

代表パートナー就任、現在に至る 

監督役員 服部明人 

平成17年２月 ジャパン・シングルレジデンス投資法人

監督役員就任、現在に至る 

0 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有投資
口数 

昭和60年４月 秀和株式会社勤務 ビル管理部・ビル開

発部・海外投資室歴任 

平成元年３月 オリックス株式会社勤務 

住宅事業部・審査部・不動産事業部歴任 

平成６年７月 株式会社シンクタンク藤原研究所設立 

取締役就任 

不動産金融アナリスト・著述業 

平成11年12月 井出不動産金融研究所設立 

所長、現在に至る 

不動産金融アナリスト・不動産証券化ア

ドバイザリー・著述業 

平成16年８月 株式会社シンプレクス・インベストメン

ト・アドバイザーズ非常勤取締役就任、

現在に至る 

監督役員 井出保夫 

平成17年２月 ジャパン・シングルレジデンス投資法人

監督役員就任、現在に至る 

0 

（注）長井光夫氏は、資産運用会社であるジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社の代表取締

役と本投資法人の執行役員を兼務しており、投信法第13条に基づき、平成16年12月20日付で金融庁長官より兼職

の承認を得ています。 

 

３【その他】 

(1）役員の変更 

 執行役員及び監督役員は、投資主総会において選任されます（投信法第95条、第100条、規約

第18条第１項本文）。ただし、法令の規定により、設立の際選任されたものとみなされる執行役

員及び監督役員はこの限りではありません（投信法第72条、規約第18条第１項ただし書）。 

 執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年です（規約第18条第２項本文）。ただし、補欠又

は増員のため選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一と

します（規約第18条第２項ただし書）。 

 執行役員及び監督役員の解任には、投資主総会の特別決議が必要とされ、発行済投資口の総数

の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数を

もってこれを行う必要があります（投信法第99条第１項、第104条、商法第257条第１項及び第２

項、第343条第１項）。執行役員又は監督役員の職務遂行に関して不正な行為又は法令若しくは

規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会において執行役員又は監督役員を解

任することを否決した場合には、発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有す

る投資主（６か月前より引き続き当該投資口を有するものに限ります。）は、30日以内に当該執

行役員又は監督役員の解任を裁判所に請求することができます（投信法第99条第１項、第104条、

商法第257条第３項）。 

 

(2）規約の変更、営業譲渡又は営業譲受、出資の状況その他の重要事項 

① 規約等の重要事項の変更 

 後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 (5) その他 ③ 規約の変更に関する手

続」をご参照下さい。 
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 本投資法人は、規約について、平成17年３月18日開催の第１回投資主総会において、本投資

法人の名称の英文表記に関する規定の変更を行いました。また、平成17年６月１日開催の第２

回投資主総会において、運用報酬に関する規定及び資産運用委託契約の解約等に関する規定の

変更を行いました。 

② 営業譲渡又は営業譲受 

該当事項はありません。 

③ 出資の状況その他の重要事項 

該当事項はありません。 

 

(3）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はあ

りません。 
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第２【手続等】 
 

１【申込（販売）手続等】 

(1）申込みの方法は、平成17年７月７日（木）から平成17年７月11日（月）までの期間内に申込取

扱場所である引受人の本店並びに全国各支店及び営業所へ申込証拠金を添えて申込みをするもの

とします。 

(2）本投資証券の受渡期日は、上場（売買開始）日である平成17年７月13日（水）となります。本

投資証券は、保管振替機構に預託されますので、本書の日付現在申請中である本投資証券の東京

証券取引所への上場が承認された場合、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な

お、本投資証券の券面の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知した方には、上場（売買開

始）日以降に証券会社を通じて本投資証券の券面が交付されます。 

 

２【買戻し手続等】 

 本投資法人の発行する投資証券は、クローズド・エンド型であり、投資主（実質投資主を含みま

す。）の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第８条）。 

 本書の日付現在本投資法人及び資産運用会社は、本投資証券の上場を東京証券取引所に申請して

います。本投資証券の上場後は、本投資証券を東京証券取引所を通じて売買することが可能です。

また、証券取引所外で本投資証券を譲渡することも可能です。なお、投資口の価格については証券

会社に問い合わせること等により確認できます。 
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第３【管理及び運営】 
 

１【資産管理等の概要】 

(1）【資産の評価】 

① 本投資法人が発行する投資口の１口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算

期毎に、以下の算式にて算出します。 

 １口当たり純資産額＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷発行済投資口の総口数 

 

② 本投資法人の資産評価の方法は、以下の通り運用資産の種類毎に定めます（規約第33条）。 

(イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権 

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等

についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算

定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ない

と合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができます。 

 

(ロ）不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託の受益権 

 信託財産が（イ）に掲げる資産の場合は、（イ）に従った評価を行い、金融資産及び負

債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、資産の

合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により

評価します。 

 

(ハ）信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益権 

 信託財産の構成資産が（イ）に掲げる資産の場合は、（イ）に従った評価を行い、金融

資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った

上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定し

た価額により評価します。 

 

(ニ）不動産に関する匿名組合出資持分 

 匿名組合出資持分の構成資産が（イ）乃至（ハ）に掲げる資産の場合は、それぞれに定

める方法に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該

匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価します。 

 

(ホ）信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用すること

を目的とする金銭の信託の受益権 

 信託財産である匿名組合出資持分について（ニ）に従った評価を行い、金融資産及び負

債については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、資

産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額に

より評価します。 

 

(ヘ）有価証券及び有限会社出資持分 

 当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格

がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。 
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(ト）金銭債権 

 取得価格から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を

債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価格と債権金額との差

額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸

倒引当金を控除した金額により評価します。 

 

(チ）金融先物取引に関する権利及び金融デリバティブ取引に関する権利 

ａ．取引所に上場している金融先物取引及び金融デリバティブ取引により生じる債権及び債

務 

 当該取引所の最終価格（終値。終値がなければ気配値（公表された売り気配の最安値又

は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値））に基づき

算出した価額により評価します。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直

近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。 

ｂ．取引所の相場がない非上場金融先物取引及び金融デリバティブ取引により生じる債権及

び債務 

 市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、公正な評価額

を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価格により評価します。 

 

(リ）金銭の信託の受益権 

 投資運用する資産に応じて、（イ）乃至（チ）及び（ヌ）に定める当該投資資産の評価

方法に従い評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の

受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。 

 

(ヌ）その他  

 上記に定めがない場合は、投信法、投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価

額又は一般に公正妥当と認められる会計基準により付されるべき評価額をもって評価しま

す。 

 

③ 資産運用報告書等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、以下

のように評価するものとします（規約第33条第２項）。 

(イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権 

 原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額 

 

(ロ）不動産、地上権又は土地の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合

出資持分 

 信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が上記（イ）に掲げる資産については上記

（イ）に従った評価を、金融資産及び負債については一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組

合出資持分相当額又は信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。 

 

④ 資産評価の基準日は、各決算期（毎年１月末日と７月末日）とします。ただし、市場価格に

基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします（規約第33条第３項）。 
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⑤ １口当たりの純資産額については、貸借対照表に注記されることになっています（投資法人

の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関す

る規則（平成12年総理府令第134号。その後の改正を含みます。）（以下「投資法人計算規

則」といいます。）第48条）が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され（投信法

第129条）、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が書面に

て通知され、承認済みの計算書類等が監査報告書の謄本とともに投資主に交付される（投信法

第131条第２項、第４項）ほか、証券取引法に基づいて決算日後３か月以内に提出される有価

証券報告書に記載されます。 

 また、投資口１口当たりの純資産価格は、社団法人投資信託協会の規則に従って、公表され

ます。 

 

(2）【保管】 

 投資主は、証券会社等との間で保護預り契約を締結し、本投資証券の保管を委託できます

（本投資証券が東京証券取引所の不動産投資信託証券市場に上場できない場合には、保管を委

託できない場合があります。）。保護預りの場合、本投資証券は、混蔵保管され、投資主に対

しては取引残高報告書が定期的に交付されます。 

 投資主から本投資証券の保管の委託を受けた証券会社等は、当該投資主の承諾を得て、また

当該投資主の請求に基づいて、当該投資主から保管の委託を受けた本投資証券を保管振替機構

に預託することができます。保管振替機構に預託する場合、保管振替機構は、預託を受けた本

投資証券について預託者毎に分別保管せず、他の預託者から預託を受けた本投資証券と混蔵保

管することによって集中保管します。保管振替機構は、その預託を受けた本投資証券について

預託後相当の時期に保管振替機構名義への書換の請求を本投資法人に対して行います。保管振

替機構に預託され保管振替機構名義に書き換えられた本投資証券について売買が行われた場合

には、その決済のために本投資証券の券面を実際に授受するのではなく、保管振替機構に設け

られた口座間の振替によって決済が行われます。ただし、保管振替機構に本投資証券を預託し

た投資主は本投資証券の保管の委託をした証券会社等に申し出ることによって、保管振替機構

に預託した投資証券の交付及び返還を受けることができます。なお、本投資証券が同不動産投

資信託証券市場に上場できない場合には保管振替機構に預託することはできません。 

 投資主は、記名式の本投資証券の券面を直接保有することもできます。保護預りを行わない

場合、本投資証券の券面は、投資主が自らの責任において保管することになります。 

 

(3）【存続期間】 

 本投資法人には存続期間の定めはありません。 

 

(4）【計算期間】 

 本投資法人の営業期間は、毎年２月１日から７月末日まで、及び８月１日から翌年１月末日

までの各６か月間とし、各営業期間の末日を決算期とします。ただし、本投資法人の第１期営

業期間は、本投資法人設立の日（平成17年２月16日）から平成18年１月末日までとします（規

約第35条）。 

 

(5）【その他】 

① 増減資に関する制限 

(イ）最低純資産額 

 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です（規約第７条）。 
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(ロ）投資口の追加発行 

 本投資法人が発行する投資口の総口数は、200万口とします。本投資法人は、かかる投資

口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得て投資口の追加発行ができます。当該投

資口の追加発行における１口当たりの発行価額は、本投資法人に属する資産の内容に照ら

し公正な価額として役員会が承認する価額とします（規約第５条第１項及び第３項）。 

 

(ハ）国内における募集 

 本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口

の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします（規約第５条第２項）。 

 

② 解散条件 

本投資法人における解散事由は以下の通りです（投信法第143条）。 

(イ）投資主総会の決議 

(ロ）合併 

(ハ）破産手続開始の決定 

(ニ）解散を命ずる裁判 

(ホ）投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し 

 

③ 規約の変更に関する手続 

 規約を変更するには、投資主総会の特別決議が必要とされ、発行済投資口の総数の過半数に

当たる投資口を有する投資主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもってこれ

を行う必要があります（投信法第140条、商法第343条第１項）。ただし、書面による議決権行

使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に

賛成するものとみなすことにつき、後記「３ 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主総

会における議決権」をご参照下さい。 

 本投資証券の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券

取引所の上場規程の特例に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関す

る基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、証券取引法に基

づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、証券取引法

に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。 

 

④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解

約、変更等に関する規定は、以下の通りです。 
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(イ）資産運用会社：ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社 

資産運用委託契約 

期間 本投資法人が投信法に基づく登録を受けた日に効力を生じるものとし、契約期間の定めは

ありません。 

更新 該当事項はありません。 

解約 ⅰ 本投資法人は、資産運用会社が投信法第50条に規定される投資信託協会の会員でなく

なった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用会社に対して書面に

よる通知を行うことにより直ちに資産運用委託契約を解約することができます。 

ⅱ 本投資法人は、資産運用会社に対して、６か月前に書面による通知をし、かつ、事前

に投資主総会の決議を経た上で、資産運用委託契約を解約することができます。 

ⅲ 資産運用会社は、本投資法人に対して、６か月前に書面による通知をもって、資産運

用委託契約の解約を提案することができるものとし、本投資法人は、当該解約の提案

を受けた場合、直ちに投資主総会を開催し、資産運用委託契約の解約に関する承認を

求めます。当該解約に関し投資主総会の承認が得られた場合、本投資法人は、当該解

約に同意するものとし、資産運用委託契約は、通知に定められた解約日において終了

します。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得たとき

は、本投資法人は、投資主総会の承認を得ずに当該解約に同意するものとします。 

ⅳ 上記ⅰ乃至ⅱの規定にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が次の各号のいずれ

かに該当する場合、役員会の決議により、直ちに資産運用委託契約を解約することが

できます。 

ａ 資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合（ただし、当該違

反が是正可能なものである場合に、資産運用会社が、本投資法人からの是正を求

める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。） 

ｂ 資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生

手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立て、重要な

財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合 

ｃ 上記ａ及びｂに掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託するこ

とに堪えない重大な事由がある場合 

ⅴ 本投資法人は、資産運用会社が次の各号のいずれかに該当する場合、資産運用委託契

約を解約します。 

ａ 投資信託委託業者（投信法に定義されます。）でなくなった場合 

ｂ 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 

ｃ 解散した場合 

変更等 両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することがで

きます。 
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(ロ）資産保管会社兼役員会運営に関する事務受託者：みずほ信託銀行株式会社（以下本

（ロ）において「資産保管会社」といいます。） 

資産保管業務・役員会運営事務委託契約 

期間 契約締結の日（平成17年２月16日）から３年間です。契約当事者のいずれか一方からその

相手方に対して、契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって資産保

管業務・役員会運営事務委託契約は終了します。 

更新 期間満了の３か月前までに契約当事者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間

の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、更に

２年間延長し、以後も同様となります。 

解約 ⅰ 本投資法人及び資産保管会社が、書面により契約解除に合意した場合、資産保管業

務・役員会運営事務委託契約は本投資法人及び資産保管会社が合意して指定した日に

終了します。 

ⅱ 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が資産保管業務・役員会運営事務委託契

約に違反し、資産保管業務・役員会運営事務委託契約の履行に重大な支障を及ぼすと

認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した

当事者が同違反を是正しない場合、資産保管業務・役員会運営事務委託契約は同30日

間の経過後に解除することができます。 

ⅲ ａ. 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開

始、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申

立てその他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき、又はｂ. 本投資法

人又は資産保管会社のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処

分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けた場合、その相

手方は資産保管業務・役員会運営事務委託契約を直ちに解除することができます。 

ⅳ 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方について、資産保管業務・役員会運営事

務委託契約に定める業務の遂行に著しく支障があると合理的に判断される場合、その

相手方は書面にてその判断を通知することにより資産保管業務・役員会運営事務委託

契約を直ちに解除することができます。 

変更等 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務・役員会運営事務

委託契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令との整合

性及び本投資法人の規約との整合性並びに準則性を遵守するものとし、書面をもって行い

ます。 
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(ハ）名義書換事務受託者：中央三井信託銀行株式会社 

名義書換事務委託契約 

期間 平成17年２月16日から効力を生じるものとし、平成20年７月末日まで効力を有します。 

更新 名義書換事務委託契約の終了日の３か月前までに当事者のいずれからも文書による別段の

申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に３年間延長されるものと

し、その後も同様とします。 

解約 ⅰ 当事者間の文書による解約の合意がなされた場合、名義書換事務委託契約は当事者間

の合意によって定めるときに終了します。 

ⅱ 当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知がなされた場合、名義

書換事務委託契約はその通知到達の日から３か月以上経過後の当事者間の合意によっ

て定める日に終了します。 

ⅲ 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開

始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停

止処分が生じ、他方から文書による解約の通知がなされた場合、名義書換事務委託契

約はその通知において指定する日に終了します。 

ⅳ 当事者のいずれか一方がこの契約に違反し、かつ引続き名義書換事務委託契約の履行

に重大なる支障を及ぼすと認められた場合に他方から文書による解約の通知がなされ

た場合、名義書換事務委託契約はその通知到達の日から２週間経過後に終了します。

変更等 当事者間で協議の上、契約を変更することができます。 

 

(ニ）会計事務等に関する業務受託者：税理士法人平成会計社（以下本(ニ)において「会計事

務等に関する業務受託者」といいます。） 

会計事務等に関する業務委託契約 

期間 平成17年２月16日から１年間です。 

更新 期間満了３か月前までに当事者双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、本

契約は従前と同一の条件にて更に１年間延長され、以後も同様となります。 

解約 ⅰ 当事者の一方から相手方に対し、その３か月前までに文書により通知することにより

解約することができます。ただし、会計事務等に関する業務受託者が解約する場合

は、本投資法人が法令に基づき会計事務等に関する業務の委託を義務付けられている

ことに鑑み、本投資法人が会計事務等に関する業務受託者以外の者との間で会計事務

等に関する業務の委託に関する契約を締結し会計事務等に関する業務が引継がれるま

で、会計事務等に関する業務委託契約は引き続き効力を有するものとします。 

ⅱ 本投資法人及び会計事務等に関する業務受託者は、相手方が次に定める事由の一つに

でも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに会計事務等に

関する業務委託契約を解約することができます。 

・ 会計事務等に関する業務委託契約の各条項に違背し、かつ、継続して契約の履行

に重大なる支障を及ぼすと認められる場合 

・ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しく

は特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分がなされ

たとき 

変更等 当事者間の合意及び法令に従って変更することができます。 
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(ホ）会計監査人：中央青山監査法人 

 本投資法人は、中央青山監査法人を会計監査人とします。 

 会計監査人は、投資主総会において選任します（規約第25条）。会計監査人の任期は、

就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時まで

とします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、

その投資主総会において再任されたものとみなされます（規約第26条）。 

 

⑤ 公告の方法 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います（規約第４条）。 
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２【利害関係人との取引制限】 

(1）法令に基づく制限 

① 利益相反取引の制限 

 資産運用会社は、法令の定めるところにより、利害関係人等との取引について次の行為を行

うことが禁じられています（投信法第34条の３第２項。投信法施行令第21条。投資信託及び投

資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。）（以

下「投信法施行規則」といいます。）第53条）。ここで「利害関係人等」とは、資産運用会社

の総株主の議決権の過半数を保有していること、その他の当該資産運用会社と密接な関係を有

する者として投信法施行令で定める者をいいます（投信法第15条第２項１号、投信法施行令第

20条）。 

(イ）資産運用会社の利害関係人等である次のａ．からｇ．までに掲げる者の当該ａ．からｇ．

までのそれぞれに定める顧客等の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取

引を行うこと。 

ａ．投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法

人 

ｂ．信託会社 信託の引受けを行う業務に係る受益者 

ｃ．信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者 

ｄ．投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に

係る顧客 

ｅ．宅地建物取引業者 宅地建物取引業に係る顧客 

ｆ．不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業の事業参加者 

ｇ．上記ａ．からｆ．までに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として投信法施

行令で定める者 投信法施行令で定める顧客等 

 

(ロ）資産運用会社の利害関係人等の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取

引を行うこと。 

 

(ハ）資産運用会社の利害関係人等である次に掲げる者の利益を図るため、投資法人の資産の

運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を

行うこと。 

ａ．証券会社等 

ｂ．登録金融機関 

ｃ．宅地建物取引業者 

ｄ．上記ａ．からｃ．までに掲げる者のほか、投信法施行令で定める者 

 

(ニ）資産運用会社の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社（投

信法第15条第２項第４号に規定する主幹事会社をいいます。）である場合において、当該

有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を

形成することを目的とした取引を行うこと。 

 

(ホ）資産運用会社の利害関係人等である発行者、証券会社、証券仲介業者又は登録金融機関

が有価証券の募集、私募若しくは売出し又は募集、私募若しくは売出しの取扱いを行って

いる場合において、当該発行者、証券会社、証券仲介業者又は登録金融機関に対する当該

有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該発行者、証券会社、証券仲介業者又は登録
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金融機関が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該発行者、証券会社、

証券仲介業者又は登録金融機関の要請を受けて、当該有価証券を投資法人の資産をもって

取得し、又は買い付けること。 

 

(ヘ）資産運用会社の利害関係人等である不動産特定共同事業者が不動産特定共同事業契約の

締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該不動産

特定共同事業者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該不動産特定共

同事業者の要請を受けて、当該不動産特定共同事業契約に係る匿名組合出資持分を投資法

人の資産をもって取得すること。 

 

(ト）資産運用会社の利害関係人等である匿名組合の営業者が匿名組合契約の締結に係る勧誘

をする場合において、当該匿名組合契約の出資額が当該匿名組合の営業者が予定していた

額に達しないと見込まれる状況の下で、当該匿名組合の営業者の要請を受けて、当該匿名

組合契約に係る匿名組合出資持分を投資法人の資産をもって取得すること。 

 

(チ）資産運用会社の利害関係人等である信託業者等が信託契約の締結に係る勧誘をする場合

において、当該信託契約に係る信託財産の額が当該信託業者等が予定していた額に達しな

いと見込まれる状況の下で、当該信託業者等の要請を受けて、当該信託契約に係る受益権

を投資法人の資産をもって取得すること。 

 

(リ）資産運用会社の利害関係人等である信託受益権販売業者が信託受益権の販売又はその代

理若しくは媒介を行っている場合において、当該信託受益権販売業者に対する当該信託受

益権の買付けの申込みの額が当該信託受益権販売業者が予定していた額に達しないと見込

まれる状況の下で、当該信託受益権販売業者の要請を受けて当該信託受益権を投資法人の

資産をもって買い付けること。 

 

② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の

運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行

令で定める者との間における特定資産（投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定める

ものを除きます。以下、本項において同じです。）の売買その他の投信法施行令で定める取引

が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書

面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象

とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません

（投信法第34条の６第２項）。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施

行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人

（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定

める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することがで

きます（投信法第34条の６第４項、第26条第３項）。 

 

③ 資産の運用の制限（投信法第195条、第193条、投信法施行令第95条乃至第97条） 

 登録投資法人は、（イ）その執行役員又は監督役員、（ロ）その資産の運用を行う投資信託

委託業者、（ハ）その執行役員又は監督役員の親族、（ニ）その資産の運用を行う投資信託委
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託業者の取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との

間で次に掲げる行為（投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施

行令で定める行為（資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせる

こと等）を除きます。）を行ってはなりません。 

ａ 有価証券の取得又は譲渡 

ｂ 有価証券の貸借 

ｃ 不動産の取得又は譲渡 

ｄ 不動産の貸借 

ｅ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 

 

④ 特定資産の価格等の調査 

 投信法第34条の４及びこれに関する法令並びに金融庁事務ガイドラインにより定められた特

定資産（指定資産を除きます。）について取得及び譲渡等の取引が行われた場合は、資産運用

会社の利害関係人等及びその資産保管会社を除く外部の所定の第三者により価格等の調査を受

けるものとします。 

 ここで、外部の所定の第三者とは、以下のもの（投信法施行令に定めるものを除きます。）

をいいます。 

(イ）弁護士又は弁護士法人 

(ロ）公認会計士又は監査法人 

(ハ）不動産鑑定士 

 なお、調査の対象である資産が不動産（土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の

権利をいいます。）であるときは、当該調査は、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査

します。 

 また、ここで規定する価格等の調査は、利害関係人等以外の第三者との間で取引が行われた

場合にも、実施します。 

 

(2）本投資法人の自主ルール（利益相反対策ルール） 

 資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は「利害関係者」との取引に

係る自主ルールを以下の通り定めています。 

① 基本原則 

 利害関係者と取引を行う場合には、コンプライアンス・オフィサーは、取締役会への付議の

前に予め投資法人の役員会の承認を得なければなりません。投資法人の役員会の承認が得られ

ない場合、コンプライアンス・オフィサーは起案した部署に差し戻すものとし、起案した部署

はこれを再検討します。差し戻しを受けた起案した部署は、再検討後起案する場合には、最初

から内部手続をやり直すものとします。 

 

② 利害関係者 

 「利害関係者」とは、投信法上定義されている利害関係人等のほか、以下をいいます。 

(イ）資産運用会社の総株式の議決権の10％以上を保有する株主（以下「利害関係株主」とい

います。）、その関係会社及びその役員 

 関係会社とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。 

ａ．利害関係株主が、単独で又は緊密な者及び同意している者の保有する議決権と合算して、

当該会社の議決権の20％以上を保有する場合 

 「緊密な者」とは、出資、人事、資金、技術、取引等における関係からみて、利害関係
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株主の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者をいいます。 

 「同意している者」とは、契約その他の事前の合意に基づき利害関係株主の意思と同一

の内容の議決権を行使すると認められる者をいいます。 

ｂ．利害関係株主が保有する当該会社の議決権については上記ａ．には該当しないが、以下

のいずれかに該当する場合 

ⅰ．利害関係株主の現在又は過去の役員・使用人が当該会社の代表取締役その他代表権を

有する者に就任しているか、利害関係株主の現在又は過去の役員・使用人が当該会社の

取締役会の構成員の過半数を占める場合 

ⅱ. 利害関係株主が当該会社の重要な融資又は資金調達額の過半について、融資、債務保

証又は担保提供している場合 

ⅲ．利害関係株主が当該会社に対し、重要な技術の提供を行っている場合 

ⅳ．利害関係株主が当該会社の重要な営業上・事業上の取引又は財務・営業・事業の方針

決定を支配する旨の契約その他の合意が存在する場合 

ⅴ．上記ⅰ．乃至ⅳ．に定めるほか、利害関係株主が当該会社の意思決定に重要な影響を

与えることが推測される客観的な事実が存在する場合又は当該会社の意思決定機関を支

配していることが推測される客観的な事実が存在する場合 

 

(ロ）（イ）に規定する利害関係株主、その関係会社及びその役員の実質的な支配が及んでい

るとコンプライアンス・オフィサーが合理的に判断する会社 

 

③ 利益相反回避のための個別ルール 

(イ）利害関係者から資産を取得する場合は、利害関係者からの依頼を受けて当該資産の鑑定

評価をしたことのない不動産鑑定士が評価した不動産鑑定評価額以下の金額で取得するも

のとします。 

 

(ロ）利害関係者へ資産を売却する場合は、利害関係者からの依頼を受けて当該資産の鑑定評

価をしたことのない不動産鑑定士が評価した不動産鑑定評価額以上の金額で売却するもの

とします。 

 

(ハ）利害関係者へ資産を賃貸する場合は、市場相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総

合的に勘案して、当社が設定した適正賃料水準を前提に公正妥当な賃貸条件をもって賃貸

するものとします。 

 

(ニ）利害関係者へ資産の売買及び賃貸の媒介を依頼する場合の報酬は宅地建物取引業法に規

定する報酬以下（売買価格の３％を上限とした額（消費税別）、契約賃料の１か月分相当

額（消費税別））とし、売買価格及び業務の難易度等を勘案して決定します。 

 

(ホ）利害関係者をＰＭ会社として起用する場合は、ＰＭ会社選定基準に沿って他社と比較・

検討した上で、最もコストパフォーマンスが優れていると判断された場合に限り起用しま

す。 

 

(ヘ）利害関係者へ修繕工事を発注する場合は、第三者の見積価格及び内容等を比較検討した

上で適正と判断される条件で発注します。なお、発注額が10百万円未満の工事については、

投資法人の役員会の事前承認を要しないものとします。 
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(ト）利害関係者との取引を行った場合は、取引に係る条件について、合理的な範囲において

速やかに情報開示を行います。 

 

３【投資主・投資法人債権者の権利】 

(1）投資主総会における議決権 

① 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有していま

す（投信法第94条第１項、商法第241条第１項本文）。投資主総会において決議される事項は、

以下の通りです。 

(イ）執行役員、監督役員及び会計監査人の選任（ただし、設立の際選任されたものとみなさ

れる者の選任を除きます。）と解任（投信法第95条、第100条、第114条、第99条第１項、

第104条、第119条、商法第257条、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭

和49年法律第22号。その後の改正を含みます。）第６条第１項） 

 

(ロ）投資信託委託業者との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意（投信法第198条

第２項、第206条第１項、第34条の９第２項） 

 

(ハ）投資口の併合（投信法第85条第１項） 

 

(ニ）投資法人の解散（投信法第143条第２号） 

 

(ホ）規約の変更（投信法第140条第１項） 

 

(ヘ）その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項（投信法第89条） 

 

② 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。 

(イ）投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合の他、出席した投資主の議

決権の過半数をもって決します（規約第11条）。 

 

(ロ）投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主を代理人として、議決権を行使する

ことができます（規約第12条第１項）。ただし、投資主又は代理人に選任された投資主は、

投資主総会毎に代理権を証する書面を予め本投資法人に提出することを要します（投信法

第94条第１項、商法第239条第２項但書、規約第12条第２項）。 

 

(ハ）投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます（投

信法第92条第１項、規約第13条第１項）。 

 

(ニ）書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信

法第92条第３項、規約第13条第２項）。 

 

(ホ）投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその

投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相

反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成したも

のとみなします（投信法第93条第１項、規約第14条第１項）。 
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(ヘ）上記（ホ）の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数

は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第93条第３項、規約第14条第２

項）。 

 

(ト）投資主総会において権利を行使すべき投資主は、本投資法人が役員会の決議を経て法令

に従い予め公告して定める一定の日（基準日）における最終の投資主名簿に記載されてい

る投資主とします（規約第15条）。 

 

(2）その他の共益権 

① 代表訴訟提起権（投信法第34条の８第３項、第110条、第113条、商法第267条） 

 ６か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、資産運用

会社、一般事務受託者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴訟の提起を請求することが

でき、本投資法人が請求のあった日から60日以内に訴訟を提起しないときは、本投資法人のた

めに訴訟を提起することができます。 

 

② 投資主総会決議取消権（投信法第94条第１項、商法第247条、第248条） 

 投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反している又は

著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関

係を有している投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、

決議の日から３か月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができま

す。 

 

③ 執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第110条、第163条第１項、商法第272条） 

 執行役員が本投資法人の目的の範囲内ではない行為その他法令又は規約に違反する行為をす

ることにより本投資法人に回復できない損害が発生するおそれがある場合には、６か月前から

引続き投資口を有する投資主は、本投資法人のために執行役員に対してその行為の差止めを請

求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様で

す。 

 

④ 新投資口発行無効訴権（投信法第123条第１項、商法第280条の15） 

 投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の払込

期日の翌日から６か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することが

できます。 

 

⑤ 合併無効訴権（投信法第150条第１項、商法第415条第１項、第２項、第105条第１項） 

 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の日から６

か月以内に合併無効の訴えを提起することができます。 

 

⑥ 設立無効訴権（投信法第163条第１項、商法第428条第１項、第２項） 

 投資主は、本投資法人の設立につき重大な瑕疵があった場合には、本投資法人に対して設立

の日から２年以内に設立無効の訴えを提起することができます。 
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⑦ 投資主提案権（投信法第94条第１項、商法232条の２第１項、第２項） 

 発行済投資口の総口数の100分の１以上に当たる投資口を有する投資主（６か月前から引続

き当該投資口を有する投資主に限ります。）は、執行役員に対して会日より８週間前に書面を

もって、ⅰ. 一定の事項を投資主総会の会議の目的とするべきことを請求することができ、ま

た、ⅱ. 会議の目的である事項についてその投資主の提出する議案の要領を投資主総会の招集

通知に記載することを請求することができます。 

 

⑧ 投資主総会招集権（投信法第94条第１項、商法第237条） 

 発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主（６か月前から引続

き当該投資口を有する投資主に限ります。）は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載

した書面を提出して執行役員に対して投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資

主総会招集の手続がなされない場合には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。 

 

⑨ 検査役選任請求権（投信法第94条第１項、商法第237条の２第１項、投信法第139条、商法第

294条第１項） 

 発行済投資口の総口数の100分の１以上に当たる投資口を有する投資主（６か月前から引続

き当該投資口を有する投資主に限ります。）は、投資主総会招集の手続及び決議方法を調査さ

せるため投資主総会に先立って検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。また、

発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務

の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うべき事

由があるときに、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を内閣総理

大臣に請求することができます。 

 

⑩ 執行役員等解任請求権（投信法第99条、第104条、商法第257条第３項） 

 発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主（６か月前から引続

き当該投資口を有する投資主に限ります。）は、執行役員又は監督役員の職務遂行に関し不正

の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会で当該役

員の解任が否決された場合には、30日以内に裁判所に当該役員の解任を請求することができま

す。 

 

⑪ 解散請求権（投信法第144条、商法第406条の２第１項） 

 発行済投資口の総口数の10分の１以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務

の執行上著しい難局により本投資法人に回復できないような損害が生じ又は生じるおそれがあ

るときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で投資法人の存立を危殆ならしめる

場合には裁判所に解散請求をすることができます。 

 

(3）分配金請求権（投信法第136条第１項） 

 本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配

に係る計算書に基づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。本投資

法人の金銭の分配方針に関しては、前記「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投

資方針 (3) 分配方針」をご参照下さい。 

 

(4）残余財産分配請求権（投信法第163条第１項、商法第425条本文） 

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の所有する投資口数に応じて残余
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財産の分配を受ける権利を有しています。 

 

(5）払戻請求権（規約第８条） 

 投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。 

 

(6）投資口の処分権（投信法第78条第１項、第４項） 

 投資主は投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。 

 

(7）投資証券交付請求権及び不所持請求権（投信法第83条第２項、第５項、商法第226条の２） 

 投資主は、本投資法人の成立（その成立後に投資口を発行するときは、その払込期日）の後、

遅滞なく投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投資証券の不所持を申出る

こともできます。 

 

(8）帳簿閲覧請求権（投信法第138条第１項、第２項） 

 投資主は、執行役員に対し、会計の帳簿及び資料の閲覧又は謄写を請求することができます。

ただし、この請求は、理由を付した書面をもってしなければなりません。 
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第４【関係法人の状況】 
 

１【資産運用会社の概況】 

(1）【名称、資本の額及び事業の内容】 

① 名称 

ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社 

② 資本の額 

本書の日付現在  １億6,000万円 

③ 事業の内容 

 資産運用会社は、本書の日付現在、投資法人資産運用業及びこれに付帯関連する業務を行っ

ています。 

 

(イ）会社の沿革 

 平成16年１月29日 会社設立 

 平成16年３月12日 
宅地建物取引業の免許取得 
（免許証番号 東京都知事(1) 第82897号） 

 平成16年10月26日 
宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 
（認可番号 国土交通大臣認可第24号） 

 平成16年12月20日 
投資信託委託業者に係る業務認可取得 
（認可番号 内閣総理大臣第35号） 

 

(ロ）株式の総数及び資本の額の増減 

ａ 発行する株式の総数（本書の日付現在） 

10,000株 

ｂ 発行済株式の総数（本書の日付現在） 

6,000株 

ｃ 最近５年間における資本の額の増減 

 年月日 資本の増減 

 平成16年７月７日 資本の額を2,000万円から１億6,000万円に増額 

 

(ハ）その他 

ａ 役員の変更 

 資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数

の３分の１以上に当たる株式を有する株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成に

よって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、

就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、

就任後４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又

は増員として就任した取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、補

欠として就任した監査役の任期は前任者の任期の残存期間と同一とします。資産運用会社

において取締役及び監査役の変更があった場合には、監督官庁へ遅滞なく届け出ます（投

信法第10条の３第２項第１号、第８条第１項第３号）。また、資産運用会社の常務に従事

する取締役が他の会社の常務に従事し又は事業を営もうとする場合には、監督官庁の承認
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を必要とします（投信法第13条）。 

ｂ 訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在において、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼす

ことが予想される事実はありません。 

 

(ホ）関係業務の概要 

 本投資法人が、資産運用会社に委託する業務の内容は次の通りです。 

ａ 本投資法人の資産の運用に係る業務 

ｂ 本投資法人が行う資金調達に係る業務 

ｃ 本投資法人への報告業務 

ｄ その他上記に付随する業務 

 

(2）【運用体制】 

① 運用体制 

 資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略は、以下の通りです。 

資産運用会社組織図 

 

 株主総会 

取締役会 

コンプライアンス・ 
オフィサー 

監査役 

投資運用部 財務企画部 経営企画部 

投資委員会 

代表取締役 

コンプライアンス委員会

 

 

 資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。資

産運用会社の各種業務は、投資運用部、財務企画部、経営企画部及びコンプライアンス・オ

フィサーの各部署に分掌されます。 

 また、資産の運用に関する審議を行う機関として投資委員会を、コンプライアンスに関する

審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置しています。 
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(イ）資産運用会社の各組織の業務の概要 

各組織の主な業務は以下の通りです。 

部署名 分掌業務 

投資運用部 本投資法人の資産運用に関する以下の業務 

・運用ガイドライン（運用方針）案及び改定案の作成 

・運用資産の取得及び売却 

・運用資産の賃貸及び管理 

・運用資産の運用状況の調査及び評価 

・運用実績の取りまとめ及び情報開示 

・投資対象物件の調査及び評価 

・不動産市場の調査及び分析 

財務企画部 本投資法人の資産運用に必要な資金調達及び資金運用に関する以下の業務 

・運用ガイドライン（財務方針）案及び改定案の作成 

・資金の調達 

・余資の運用 

・ＩＲ方針の作成及び改定 

・ＩＲの実施 

・会計及び税務に関する業務 

経営企画部 資産運用会社全体の経営に関する以下の業務 

・システム及びオペレーションに関する業務 

・監督官庁及び業界団体との渉外窓口業務 

・人事、総務、経理及び法務に関する業務 

・コンプライアンスに関する事務局としての業務 

・リスク管理に関する事務局としての業務 

・内部監査に関する事務局としての業務 

・苦情処理の窓口業務 

コンプライアンス・

オフィサー 

・法令遵守規程及びコンプライアンス・マニュアルの作成及び改定の立案 

・コンプライアンス・プログラム案の作成とプログラムの進捗管理 

・法令遵守に関する教育及び啓蒙に関する計画の策定及び実行 

・法令遵守に関する判断 

・法令遵守状況に関する情報の収集及び対応策の検討並びに関係者への報告 

・法令遵守に関する問題がある場合の関係者への改善指示 

・法令遵守違反等発生時の調査及び事後対策の検討並びに関係者への指示 

・関係当局及び外部専門家（弁護士、外部監査人等）への対応 

・内部監査計画の作成、内部監査の実施、結果報告及び指摘事項等への対処状

況の追跡調査、確認 

・資産運用委託契約により資産運用会社が受託する資産運用業務におけるリス

ク管理に関連する全事項の取締役会への報告及び協議の要請 

・リスク管理について取締役会にて協議された事項の追跡調査、その実施状況

の取締役会への定期報告 
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(ロ）委員会 

本書日付現在、資産運用会社に設定されている委員会及びその概要は以下の通りです。 

ａ 投資委員会 

委員 代表取締役（委員長）、各部長、コンプライアンス・オフィサー及び必要に応

じて招聘される社外の専門家 

業務内容 以下の事項に関する資産運用の観点からの審査及び決議 

・運用ガイドライン（運用方針、分配方針及び財務方針）の作成及び改定 

・運用資産の取得及び売却 

・重要な関係人(注１)の選定及び改定 

・その他意思決定及び業務運営に関する事項(注２) 

審議方法等 全員出席のもと全会一致で決議を行います。ただし、コンプライアンス・オ

フィサーと社外の専門家は、議決権を有しません。 

（注１）プロパティ・マネジメント会社、資産保管会社、一般事務受託者及び名義書換事務代行者をいいます。 

（注２）具体的な投資基準、デュー・デリジェンスの基準、管理・運営方針、付保方針及び売却方針の策定を含みますが、これらに限定されま

せん。 

 

ｂ コンプライアンス委員会 

委員 コンプライアンス・オフィサー（委員長）、代表取締役社長、常勤取締役、各

部長、監査役及び過去に資産運用会社又は資産運用会社の株主の取締役、監査

役又は従業員であったことのないコンプライアンス関係に造詣の深い専門家

（弁護士又は会計士等） 

業務内容 以下の事項に関するコンプライアンスの観点から審議及び決議 

・運用ガイドライン（運用方針、分配方針及び財務方針）の作成及び改定 

・運用資産の取得及び売却 

・重要な関係人(注１)の選定及び改定 

・利害関係者との取引 

・その他意思決定及び業務運営に関する事項(注２) 

審議方法等 全員出席のもと全会一致で決議を行います。 

（注１）プロパティ・マネジメント会社、資産保管会社、一般事務受託者及び名義書換事務代行者をいいます。 

（注２）具体的な投資基準、デュー・デリジェンスの基準、管理・運営方針、付保方針及び売却方針の策定を含みますが、これらに限定されま

せん。 
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② 投資運用の意思決定機構 

＜資産運用に関する重要な意思決定プロセス＞ 

 

  
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス 

委
員
会 

審査結果通知 

投
資
運
用
部
に
て
起
案 

投
資
委
員
会 

投
資
運
用
部 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・ 

オ
フ
ィ
サ
ー 

取
締
役
会 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・ 

オ
フ
ィ
サ
ー 

利害関係者との取引
については投資法人
役員会の事前承認 

経営企画部にて取り

まとめの上説明 

 

 

(イ) 本投資法人の資産の運用に係る運用ガイドラインの決定を行う社内組織に関する事項 

 資産の運用に係る運用ガイドラインの決定（改定も含みます。）は、以下の各手続を順

に経て行われます。 

ａ．投資運用部にて運用ガイドライン案（改定案を含みます。以下同じです。）を作成し、

財務企画部は資金調達及び余資の運用の観点から、経営企画部はコンプライアンスの観点

から、投資運用部との協議に参加し、経営企画部がこれを取りまとめます。 

ｂ．経営企画部は、協議内容をコンプライアンス・オフィサーに説明します。 

ｃ．コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会への付議の適否を判断の上、

適切と判断した場合には付議します。 

 なお、コンプライアンス・オフィサーは、運用ガイドライン案をコンプライアンス委員

会に付議することが適切でないと判断した場合、その理由を付して運用ガイドライン案を

投資運用部に差し戻すものとし、投資運用部は、これを再検討します。 

ｄ．コンプライアンス委員会の承認を得た場合、投資運用部は、運用ガイドライン案にコン

プライアンス委員会の審査結果及び意見を反映させ、コンプライアンス委員会からの結果

通知とともに運用ガイドライン案を投資委員会に付議します。 

 なお、コンプライアンス委員会は、審議の結果、運用ガイドライン案の投資委員会への

付議を認めない場合、投資運用部に差し戻すものとします。 

ｅ．投資委員会の承認を得た場合、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委

員会での承認内容と投資委員会の承認内容の整合性を含めコンプライアンスの観点から再

度検討し、その上で問題がないものと判断した場合は、運用ガイドライン案を取締役会に

付議します。 

 なお、投資委員会で承認されなかった場合、及びコンプライアンス・オフィサーが、検

討の結果、取締役会への付議を不適当と判断した場合、運用ガイドライン案は、投資運用

部に差し戻されます。 

ｆ．取締役会の承認を得て決定します。 

 

(ロ) 本投資法人の資産の運用を行う部門における運用体制 

■ 資産運用管理計画に関する事項 

 資産運用会社は、運用ガイドラインに従って、中期資産運用管理計画書及び年度資産運

用管理計画書を作成し、運用資産の運用・管理に係わる基本方針を定めます。審議及び決
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定のプロセスは上記（イ）と同様です。 

 年度資産運用管理計画書は各営業期間毎に一度、中期資産運用管理計画書は一年に一度、

見直しを行うこととしますが、各資産運用管理計画書期間中に変更すべき事由が生じた場

合、取締役会は、投資運用部に対し変更計画書の作成を指示し、以後は各資産運用管理計

画書の策定と同様の手続で決議されます。 

 投資運用部は、取締役会で決定された計画書に従って、資産の管理及び運用を行います。 

■ 運用資産の取得及び売却に関する事項 

 資産の取得に関しては、各物件について投資運用部において定められた手続に従い

デュー・デリジェンスを行い、投資適格物件を選定の上、上記（イ）記載のプロセスで審

議し、決定されます。 

 資産の売却に関しても、上記（イ）記載のプロセスで審議し、決定されます。 

 

 なお、利害関係者と取引を行う場合には、コンプライアンス・オフィサーは、取締役会への

付議の前に予め本投資法人の役員会の承認を得なければならないものとされています。利害関

係者については、前記「第３ 管理及び運営 ２ 利害関係人との取引制限 (2) 本投資法人の

自主ルール（利益相反対策ルール） ② 利害関係者」をご参照下さい。 

 

(3）【大株主の状況】 

  （本書の日付現在）

名称 住所 
所有株式数 
（株） 

比率 
（％） 

株式会社ダーウィン 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 2,000 33.3 

リーマン・ブラザーズ・インベ
ストメンツ・ジャパン・インク 

アメリカ合衆国、デラウェア州、ニュー
キャッスル郡、ウィルミントン、セン
タービルロード2711、スイート400 

2,000 33.3 

株式会社クリード 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 2,000 33.3 

合計 6,000 100.0 

（注) 比率とは、発行済株式数に対する所有株式数の比率をいいます。 
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(4）【役員の状況】 

 （本書の日付現在）

役職名 氏 名 主要略歴 
所有 
株式数

代表取締役 

社長 

長井光夫 前記「第１ 投資法人の追加情報 ２ 役員の状況」をご参照下

さい。 

0 

取締役兼 

投資運用部長 

中山貴広 昭和62年４月 

 

平成12年２月 

平成13年10月 

平成16年６月 

 

 

平成16年７月 

伊藤忠商事株式会社 入社 建設第１部 

同 不動産事業開発部 

株式会社クリード 入社 投資事業部 

同 執行役員 

ジャパン・シングルレジデンス・アセットマ

ネジメント株式会社 出向 

投資運用部長 

同 取締役投資運用部長 

現在に至る 

0 

取締役兼 

財務企画部長 

上原三成 平成２年４月 

平成３年11月 

平成８年３月 

平成８年８月 

 

平成10年10月 

平成12年１月 

平成12年３月 

 

平成13年６月 

 

平成14年９月 

平成16年６月 

 

 

平成16年７月 

株式会社琉球銀行 入行 本店営業部 

同 資金証券部 

同 証券国際部 

英国留学のため休職 

（LSE MSc in Management） 

株式会社琉球銀行 那覇ポート支店 

同 証券国際部 

株式会社クリード 入社 アセットマネジメ

ント事業部 

クリード不動産投資顧問株式会社 投資企画

部長 出向 

同 ストラクチャードファイナンス部長 

ジャパン・シングルレジデンス・アセットマ

ネジメント株式会社 出向 

 財務企画部長 

同 取締役財務企画部長 現在に至る 

0 
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役職名 氏 名 主要略歴 
所有 
株式数

非常勤取締役 入内嶋徹 昭和61年１月 

 

平成２年４月 

平成４年10月 

平成５年４月 

平成６年12月 

平成10年６月 

平成11年７月 

平成11年９月 

平成13年10月 

平成16年１月 

 

平成17年２月 

株式会社マルコー（現株式会社ダーウィン）

入社 

同 神戸支店長 

同 福岡支店長 

同 開発部長 

同 開発第２部長 

同 東日本開発販売部長 

同 営業統括本部 副本部長 

同 取締役営業統括本部 副本部長 

同 常務取締役 営業統括本部長 

ジャパン・シングルレジデンス・アセットマ

ネジメント株式会社 取締役 現在に至る 

株式会社ダーウィン 取締役副社長 現在に

至る 

0 

非常勤監査役 坂本雅英 昭和46年４月 

平成６年12月 

平成13年５月 

 

平成14年４月 

 

平成14年５月 

 

平成16年１月 

株式会社ダイエー 

株式会社マイム 出向 

同 入社 事業開発部 社宅事業部 ディス

トリビューションマネージャー 

株式会社マルコー（現株式会社ダーウィン）

入社 監査役 現在に至る 

株式会社マイム、株式会社エムジー 入社 

監査役 現在に至る 

ジャパン・シングルレジデンス・アセットマ

ネジメント株式会社 監査役 現在に至る 

0 

（注１）本書の日付現在、資産運用会社の従業員は、14名です。 

（注２）長井光夫氏は、資産運用会社であるジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社の代表取締役と本投資法人の執行

役員を兼務しており、投信法第13条に基づき、平成16年12月20日付で金融庁長官より兼職の承認を得ています。 
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なお、資産運用会社のコンプライアンス・オフィサーは、以下の通りです。 

役職名 氏 名 主要略歴 
所有 
株式数

コンプライア

ンス・オフィ

サー 

小野博義 昭和48年４月 

昭和58年８月 

平成10年６月 

 

平成11年１月 

平成14年４月 

 

平成16年４月 

 

平成16年10月 

山一證券株式会社 入社 

山一證券投資信託委託株式会社 

ＵＦＪパートナーズ投信株式会社 投資戦略

室長 

同 運用企画部長 

オリックス投信投資顧問株式会社 リスク管

理室長兼コンプライアンス・オフィサー 

オリックス証券株式会社 金融法人部マネー

ジング・ディレクター 

ジャパン・シングルレジデンス・アセットマ

ネジメント株式会社 コンプライアンス・オ

フィサー 現在に至る 

0 

 

(5）【事業の内容及び営業の概況】 

① 事業の内容 

 資産運用会社は、投信法上の投資信託委託業者として投資法人資産運用業を行っています。 

 

② 営業の概況 

 本書の日付現在、資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資法人

は、本投資法人のみです。 

 

③ 関係業務の概況 

資産運用会社としての業務 

 

(イ) 資産運用業務 

 資産運用会社は、投信法及び規約の規定に従い、本投資法人の資産の運用業務を行いま

す。また、資産の運用業務に関し第三者より苦情を申し立てられた場合における当該苦情

の処理その他必要な行為、及びその他本投資法人の資産の運用に関連し又は付随する業務

を行います。 

 

(ロ) 資金調達業務 

 資産運用会社は、本投資法人が行う、投資口の追加発行、投資法人債の発行、借入れ若

しくは借換え、又はこれらに類似する資金調達行為に関し、本投資法人に代わり業務を行

います。 

 

(ハ) 報告業務 

 資産運用会社は、投信法に従った報告書の作成及び交付、その他本投資法人の要求に基

づき委託業務に関する報告を行います。 

 

(ニ) その他上記に付随する業務を行います。 
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２【その他の関係法人の概況】 

Ａ 資産保管会社（投信法第208条関係）兼役員会運営に関する事務受託者（投信法第111条第４号

関係） 

(1）【名称、資本の額及び事業の内容】 

① 名称 

みずほ信託銀行株式会社 

② 資本の額 

平成17年３月31日現在  247,231百万円 

③ 事業の内容 

 銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。）（以下「銀行法」といいま

す。）に基づき銀行業を営むとともに、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律（昭和18年

法律第43号。その後の改正を含みます。）（以下「兼営法」といいます。）に基づき信託業務

を営んでいます。 

 

(2）【関係業務の概要】 

① 資産保管会社としての業務 

(イ）規約に従って本投資法人が取得する特定資産及びそれ以外の資産の保管に係る業務 

(ロ）本投資法人が収受する金銭の保管に係る業務 

(ハ）資産保管業務に関する帳簿書類の作成及び保存に関する業務 

(ニ）その他上記に付随する業務 

② 役員会運営に関する一般事務 

本投資法人の役員会の運営に関する事務 

 

(3）【資本関係】 

該当事項はありません。 

 

Ｂ 名義書換事務受託者（投信法第111条第２号、第３号、第４号及び第６号関係） 

(1）【名称、資本の額及び事業の内容】 

① 名称 

中央三井信託銀行株式会社 

② 資本の額 

平成17年３月31日現在  356,306百万円 

③ 事業の内容 

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。 

 

(2）【関係業務の概要】 

① 投資主名簿及び実質投資主名簿（以下「投資主名簿等」といいます。）その他これに付属す

る帳簿の作成、管理及び備置に関する事務 

② 投資口の名義書換及び質権の登録又はその抹消に関する事務 

③ 実質投資主通知及び実質投資主の抹消・減少通知の受理に関する事務 

④ 投資証券の発行、保管、交付及び回収に関する事務 

⑤ 投資証券不所持の取扱に関する事務 

⑥ 投資主、実質投資主及び登録質権者又はこれらの者の代理人等の氏名、住所及び印鑑の登録

又はその変更の登録に関する事務 
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⑦ 投資主及び実質投資主の提出する届出の受理に関する事務 

⑧ 投資主及び実質投資主の名寄せに関する事務 

⑨ 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使

書（又は委任状）の作成に関する事務 

⑩ 金銭の分配（以下「分配金」といいます。）の計算及びその支払のための手続に関する事務 

⑪ 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払に関する事

務 

⑫ 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行及び事故届出の受理に関する事務 

⑬ 委託事務を処理するため使用した甲に帰属する書類（以下「使用済書類」といいます。）及

び未達郵便物の整理保管に関する事務 

⑭ 新投資口の発行（投資口の併合又は分割を含みます。）に関する事務 

⑮ 投資主及び実質投資主の権利行使に関する請求その他の投資主及び実質投資主からの申出の

受理に関する事務（前各号の事務に関連するものに限ります。） 

⑯ 法令又は名義書換事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関す

る事務 

⑰ 前各号に掲げる事務のほか、契約当事者が協議の上定める事項 

 

(3）【資本関係】 

該当事項はありません。 

 

Ｃ 会計事務等に関する業務受託者（投信法第111条第５号及び第６号関係） 

(1）【名称、資本の額及び事業の内容】 

① 名称 

税理士法人平成会計社 

② 資本の額 

該当事項はありません。 

③ 事業の内容 

 税理士法に基づき税務に関する業務を営むとともに、会計事務等に関する業務を営んでいま

す。 

 

(2）【関係業務の概要】 

① 投信法第211条第１項に規定される「帳簿書類」の作成（ただし、該当する勘定がない場合

を除く。）及び同法第212条に規定される「営業報告書」に関する事項 

② 「純資産状況表」及び「臨時報告書」の作成に関する事項 

③ 「貸借対照表」、「損益計算書」、「資産運用報告書」、「金銭の分配に係る計算書」及び

その「附属明細書」の作成に関する事項（四半期決算における作成業務を含む。） 

④ 法人税申告書、地方税申告書及び消費税申告書の作成の補助に関する事項 

⑤ 証券取引法に定める有価証券報告書の作成補助に関する事項 

⑥ その他法律上必要と認められる書類・資料等の作成等に関する事項 

 

(3）【資本関係】 

該当事項はありません。 
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Ｄ 引受人 

(1）【名称、資本の額及び事業の内容】 

名称 
資本の額 

（平成17年３月31日現在）
事業の内容 

日興シティグループ証券株式会社 76,307百万円 証券取引法に基づく証券業を営

んでいます。 

リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店 58,039百万円 外国証券業者に関する法律（昭

和46年法律第５号）に基づき証

券業を営んでいます。 

三菱証券株式会社 65,518百万円

大和証券エスエムビーシー株式会社 205,600百万円

髙木証券株式会社 11,069百万円

証券取引法に基づく証券業を営

んでいます。 

（注）資本の額は、百万円未満を切り捨てています。 

 

(2）【関係業務の概要】 

 各引受人は、本投資法人の一般事務受託者（投信法第111条第１号）として一般募集に関す

る事務を行います。 

 

(3）【資本関係】 

該当事項はありません。 
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第５【投資法人の経理状況】 
 

 本投資法人の第１期の営業期間は、平成17年２月16日（成立日）から平成18年１月末日までです。

本書の日付現在、本投資法人は、第１期の営業期間を終了していませんので、第１期に関する財務諸

表は作成されていません。したがって、該当事項はありません。本投資法人の第２期営業期間以後に

ついては、毎年２月１日から７月末日まで及び８月１日から翌年１月末日までの期間を営業期間とし

ます。 

 本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59条。その後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の貸借対照表、

損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則」（平成12年総

理府令第134号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成されます。 

 本投資法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、財務諸表について中央青山監査法人の監

査を受けます。 

 

１【財務諸表】 

該当ありません。 
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２【投資法人の現況】 

(1）【純資産額計算書】 

  （平成17年２月16日現在）

 Ⅰ 資産総額 100,000,000円

 Ⅱ 負債総額 0円

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 100,000,000円

 Ⅳ 発行済口数 200口

 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 500,000円

（注１）資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。 

 

(2）借入れの状況 

① 本投資法人は、本書の日付現在借入れを行っていませんが、取得予定資産の取得資金に充当

するため、以下の借入れを行う予定です。 

(イ）タームローン 

区分 
（注２） 
（注３） 

借入先 
借入予定額
（億円） 
（注４） 

返済期限 
（注３） 

返済方法 使途 

中期 
中央三井信託銀行株式会社
をアレンジャーとする協調
融資団 

135
借入実行日
より３年後
の応答日 

期限一括返済 
（注５） 

取得予定資産の
購入資金及びそ
れらの付帯費用

（注１）かかる借入れは、別途定められる貸出前提条件をすべて充足することに加え、上記「借入先」欄記載の融資団による貸出審査手続にお

ける最終的な決裁の完了等を条件とします。 

（注２）中期とは、１年超５年未満の借入れをいいます。 

（注３）「短期」、「中期」及び「長期」の区分に応じた「返済期限」は本書の日付現在における予定を記載したものであり、最終的な借入れ

実行の時点までに変更されることがあります。 

（注４）上表の借入予定額は本書の日付現在における本投資法人の借入可能限度額であり、本書に基づく募集による手取金額等を勘案した上、

最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。 

（注５）当該借入れに関し、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件を満たした場合、本投資法人は元本の全部又は一部を期限前弁

済することができます。 

（注６）当該借入れの担保として、借入実行日において、取得予定資産を共同担保物として、上記借入先を質権者とする質権が設定される予定

です。 

 

(ロ）極度ローン（アンコミットメント） 

 本投資法人は、前記（イ）のタームローンによる借入れのほかに、将来、資金調達の必

要性が生じた場合に備えて、中央三井信託銀行株式会社をアレンジャーとする協調融資団

との間で極度ローン基本契約を締結する予定です。 

 

② 財務制限条項 

 本投資法人の財務状況によって、キャッシュ・リザーブ積立額の付加、資産の取得及び処分

の制限、債務負担行為及び支払の制限、配当の制限等の制限を受ける場合があります。 
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第６【販売及び買戻しの実績】 
 

計算期間 発行日 
発行口数 
（口） 

発行済口数 
（口） 

第１期 
（自 平成17年２月16日 
至 平成18年１月31日） 

平成17年２月16日 200 200 

（注１) 本邦外における販売又は買戻しの実績はありません。 

（注２) 本投資法人による投資口の払戻しの実績はありません。 
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第四部【その他】 
 

１．本書に基づく本投資証券の一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに関して、証券取

引法に基づいて交付目論見書及び請求目論見書が作成されますが、これらを合冊して投資家に配布

することがあります。（以下、合冊した目論見書を「目論見書」といいます。）。 

２．目論見書、交付目論見書及び請求目論見書の表紙及び裏表紙に本投資法人の名称及び本店の所在

地を記載し、本投資法人のロゴマークや写真、図案を使用することがあります。また、キャッチ・

コピーを使用することもあります。更に、各スポンサー会社のロゴマークを使用することもありま

す。 

３．交付目論見書及び請求目論見書の表紙裏に金融商品の販売等に関する法律（平成12年法律第101

号。その後の改正を含みます。）に係る重要事項又はリスク要因について記載することがあります。 

４．本書「第二部 ファンド情報」の主な内容を要約した文章及び図案を「投資法人の概要」として

交付目論見書に記載することがあります。 

５．本書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (2) 投資対象」に記載され

る投資資産の主な内容を要約して交付目論見書に記載することがあるとともに、かかる投資資産の

写真及び所在分布図等を交付目論見書に掲載することがあります。 

６．「目論見書」の末尾に用語の説明及び本投資法人の規約を記載することがあります。 

７．交付目論見書の表紙の次に以下の内容を掲載します。 
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＜用語の説明＞（50音順） 

用語 用語に関する説明 

一般事務受託者 投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務

に係る事務を行う一又は複数の者をいいます。具体的には、投資証券の

募集、発行事務、名義書換事務、投資法人の機関の運営に関する事務、

分配金の支払事務、計算事務、納税事務等を行います。 

インサイダー取引 上場会社等の役員・大株主・その他の会社関係者が有価証券の投資判断

に影響を及ぼす重要な未公開の内部情報を有する場合に、それを利用し

て行う不公正な証券取引、売買取引の公正と投資者保護のために規制さ

れる取引をいいます。ただし、投資法人において法令上は規制されてい

ません。 

エンドテナント 本書においては、サブリース会社との間で転貸借契約を締結している転

借人及び信託受託者との間で直接の賃貸借契約を締結している賃借人

（サブリース会社を除きます。）をいいます。 

価格時点 不動産の鑑定評価において、価格判定の基準日をいい、鑑定評価の実査

の日や鑑定評価書の作成の日とは観念上別となります。不動産の価格形

成要因は常に変動的であることから、不動産の価格は価格時点において

のみ妥当性を有します。 

瑕疵担保責任 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときに売主が買主に対して負う責任

をいいます。 

稼働率 賃貸面積÷賃貸可能面積により算出されます。 

監督役員 投信法に基づき、執行役員の職務の執行を監督する役員をいいます。 

既存不適格 建物が建築された当時の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例

（以下「建築基準法等」といいます。）の規定には適合していたが、そ

の後の建築基準法等の改正に伴い、これらの規定に適合しないことと

なった現に存する建物（現に建築中のものを含みます。）について、当

該規定が適用されない扱いとされているものをいいます。 

極度ローン基本契約 一定の金額を上限として金銭の貸借を行うことについて基本的条件を予

め定める契約で、金銭の貸借を行う場合は改めて契約（極度ローン個別

契約）を締結し、金銭の貸借を行います。 

区分所有建物 一棟の建物であっても、構造上複数の部分に区分され、独立して住居、

店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に使用される場合には、

各々の建物部分は分離してそれぞれ所有権の対象とすることができま

す。このような所有権のことを区分所有権といい、区分所有権を有する

者のことを区分所有者、区分所有の対象となる建物をそれぞれ区分所有

建物といいます。 

原価法 不動産の鑑定評価において、価格時点における対象不動産の再調達原価

を求め、この再調査原価について減価修正を行って対象不動産の試算価

格を求める方法をいいます。 

最終還元利回り 不動産の鑑定評価において、収益還元法におけるＤＣＦ法の適用におい

て、復帰価格を求める際に採用する対象不動産の保有期間の満了時点に

おける還元利回り（最終還元利回り）をいいます。 
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再調達価格 建物状況調査評価において、既存の建物と同程度のものを調査時に新築

するとした場合の費用（解体撤去費用、設計料、移転引越費、仮事務所

費、営業補償費等を含みません。また、法的な制約条件の変更の影響も

含みません。）をいいます。 

サブリース会社 本書においては、信託受託者又は不動産の所有者から各信託不動産を一

括して賃借する会社をいいます。 

敷地権 区分所有者が区分所有建物の専有部分を所有するための建物の敷地に関

する権利をいいます。 

資産運用会社 

（投資信託委託業者） 

内閣総理大臣の認可を受けて、資産運用委託契約に基づき、投資法人の

資産の運用に係る業務を行う者をいいます。投資法人は、資産の運用業

務（投資法人資産運用業）を外部の専門家に委託することが義務付けら

れていますが、資産運用会社がこの外部の専門家に該当します。 

資産保管会社 投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行うものをいいま

す。具体的には、金銭、有価証券、不動産権利証等の保管や資産保管に

係る帳簿の作成事務等を行います。 

執行役員 投信法に基づき、本投資法人の業務を執行するとともに、投資法人を代

表する役員をいいます。 

修繕・資本的支出 固定資産（建物・設備等）の修理や改良等により支出した金額のうち、

固定資産の機能、価値の増加又は使用可能期間の延長をもたらす増加分

として、固定資産の取得価額に加算される支出を「資本的支出」、その

支出事業年度の損金となるその他の支出を「修繕費」といいます。 

収益価格 不動産の鑑定評価において、収益還元法により求められた試算価格をい

います。 

収益還元法 不動産の鑑定評価において、対象不動産が将来生み出すであろうと期待

される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価

格を求める方法をいいます。 

修繕 劣化した部材・部品・機器等の性能・機能を原状あるいは実務上支障の

ない状態までに回復させることをいいます。ただし、保守の範囲に含ま

れる定期的な小部品の取替え等は除きます。 

信託受託者 委託者から財産権の委託その他の処分を受け、一定の目的に従い、その

財産の管理又は処分をなす者をいいます。 

積算価格 不動産の鑑定評価において、原価法により求められた試算価格をいいま

す。 

設立企画人 投資法人を設立するために規約を作成する者をいいます。 

宅地建物取引業者 宅地建物取引業法第３条第１項に基づく国土交通大臣又は都道府県知事

の免許を受けて、宅地建物の売買・交換又は賃貸の代理又は媒介等を不

特定多数の者に対して反復継続して営む者をいいます。 

建物状況報告書 建物劣化診断調査、短期・長期修繕計画の策定、建築基準法の法令遵守

状況調査、建物有害物質含有調査、土壌環境調査等の建物状況評価につ

いて、専門家が調査したレポートをいいます。 
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地上権 民法に基づき、他人の土地において、工作物（建物を含みます。）又は

竹木を所有するため、その土地を使用する権利をいいます。建物所有を

目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受けます。 

直接還元法 不動産の鑑定評価において、収益還元法によって収益価格を求める方法

のうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をいいま

す。 

適格機関投資家 証券取引法第２条第３項第１項に基づき、有価証券に対する投資に係る

専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいいます。

具体的には、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、銀行、信託銀

行、年金資金運用基金、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、投資信

託委託業者、投資法人等、大量の有価証券等を保有し、また売買を行う

法人、団体等が含まれます。 

デュー・デリジェンス 不動産又は不動産を裏付け若しくは引当てとする資産を取得する際に、

経済的側面、法的側面、物理的側面から多角的に不動産の価値に影響を

及ぼす事項について詳細調査を実施することをいいます。具体的には、

経済的調査（市場調査、入店テナント調査、収支関係）、物理的調査

（立地、建築及び設備・仕様、建物管理関係、耐震性能、環境・地質

等）、法的調査（権利関係、境界）等が行われます。 

特定資産 投信法、税法等で「特定資産」と呼ばれる資産を示す場合に用いていま

す。 

取引一任代理 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売

買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を一任されるとともに当該

判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うことをいいます。 

不動産鑑定評価 土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判

定し、その結果を価額に表示する行為をいいます（不動産の鑑定評価に

関する法律（昭和38年法律第152号。その後の改正を含みます。）第２

条第１項）。不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常

価格ですが、投信法に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資

採算価値を表す価格を求める場合には特定価格となります。この場合の

鑑定評価の方法は、基本的に収益還元法（ＤＣＦ法及び直接還元法）に

よる収益価格に基づき、取引事例比較法による比準価格及び原価法によ

る積算価格による検証を行い、鑑定評価額を決定します。 

ポートフォリオ リスクを分散させるために、規模・用途・地域等の異なる要因を持つ物

件の集合体をいいます。 

マスターリース契約 本書においては、信託受託者がサブリース会社に対して各信託不動産を

一括して賃貸する旨の信託受託者とサブリース会社との間で締結される

賃貸借契約をいいます。 

有害物質 土地については、鉛・砒素・トリクロロエチレン、建物については、ア

スベスト・ＰＣＢ等人体・環境等に対して、被害・汚染を生じさせる又

は生じさせる恐れのある物質をいいます。 
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割引率 不動産の鑑定評価において、収益還元法におけるＤＣＦ法の適用の際

に、ある将来時点の収益を現在時点の価値に割り戻す際に使用される率

をいいます。 

ＤＣＦ法（Discounted 

Cash Flow Method） 

不動産の鑑定評価において、収益還元法によって収益価格を求める方法

のうち、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発

生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法をいいま

す。 

ＩＲ 広く投資家に対し、事業活動全般の理解を深めてもらうことを目的とし

た活動のことをいいます。 

ＬＴＶ（Loan to Value） 物件の価値に対する、借入金に代表される負債の割合を表す指標を意味

します。本書においては、総資産に対する借入金及び投資法人債の合計

額の割合をいいます。 

ＰＭ会社（プロパティ・マ

ネジメント会社） 

本書においては、ＰＭ業務（プロパティ・マネジメント業務）を受託す

る会社をいいます。 

ＰＭ業務（プロパティ・マ

ネジメント業務） 

本書においては、信託不動産の信託受託者から委託を受け、建物管理

（テナント営業戦略の策定・賃貸借条件交渉・クレーム対応等）・修繕

計画策定及び入出金管理等を行う業務をいいます。 

ＰＭＬ（Probable Maximum 

Loss）値 

地震による予想最大損失をいいます。ＰＭＬ値には、個別物件に関する

ものとポートフォリオ全体に関するものがあります。ＰＭＬ値について

の統一された厳密な定義はありませんが、本書においては、建物の一般

的耐用年数50年間に、10％以上の確率で起こり得る最大規模の地震（再

現期間475年の地震に相当。）により生ずる損失の再調達価格に対する

割合をいいます。 
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