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新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（交付目論見書）の訂正事項分 

平成 26 年 4 月（第 1 回訂正分） 

星野リゾート・リート投資法人 

 

本届出目論見書により行う星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といい

ます。）の投資口の募集及び売出しにつきましては、本投資法人は、金融商品取引法（昭和

23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 5 条により有価証券届出書を平成 26 年 4

月 4 日に関東財務局長に提出し、また、同法第 7 条第 1 項により有価証券届出書の訂正届

出書を平成 26 年 4 月 7 日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じて

おりません。したがって、発行価格及び売出価格等については今後訂正が行われます。な

お、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

 

1  新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（交付目論見書）の訂正理由 

平成 26 年 4 月 4 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売

先である株式会社星野リゾートの状況等に関する事項を追加するため、平成 26 年 4 月 7 日

付で有価証券届出書の訂正届出書を提出しました。これに伴い、新投資口発行及び投資口

売出届出目論見書（交付目論見書）の関連事項を後記のとおり訂正します。 

 

2  訂正事項 

頁 

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 

(15) その他 

② 申込みの方法等 ······································································································· 1 

第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 ·········································································· 2 

 

3 訂正箇所 

訂正箇所は   罫で示してあります。 

 

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】 

（１５）【その他】 

② 申込みの方法等 

（前略） 

(ホ) 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であ

り、かつ本資産運用会社の株主である株式会社星野リゾート（以下「指定
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先」ということがあります。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のう

ち、810口を販売する予定です。 

指定先の状況等につきましては、後記「第4 募集又は売出しに関する特

別記載事項 3 販売先の指定について」をご参照下さい。 

 
  第４【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

（前略） 

2 ロックアップについて 

① 一般募集に関連して、指定先は、野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日か

ら一般募集に係る受渡期日の6か月後の応当日までの期間中、野村證券株式会社の

事前の書面による同意なしには、本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメ

ントによる売出しに伴う本投資口の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を合意し

ています。 

野村證券株式会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一

部又は全部につき解除できる権限を有しています。 

（中略） 

 
3 販売先の指定について 

① 指定先の状況   

a.指定先の概要 

名称 株式会社星野リゾート 

本店の所在地 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2148番地 

代表者の役職

及び氏名 
代表取締役 古谷 奈々 

資本金（平成26
年4月7日現在） 

1億円 

事業の内容 リゾート運営事業等 

主たる出資者

及びその出資

比率 
株式会社星野リゾートホールディングス 100.0％ 

b.本投資法人と指

定先との間の関

係 

出資関係 

本投資法人が保有

している指定先の

株式の数（平成26年
4月7日現在） 

－ 

指定先が保有して

いる本投資口の数

（平成26年4月7日
現在） 

2,025口 

人事関係 

本投資法人の執行役員は、指定先の従業員

であり、指定先から本投資法人が資産の運

用に係る業務を委託している株式会社星

野リゾート・アセットマネジメントに出向

しており、本投資法人の執行役員を兼職し

ています。 
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資金関係 

本投資法人は、指定先から借入れをしてい

ません。また、指定先は、本投資法人の借

入債務につき、保証及び担保を提供してい

ません。 

技術又は取引等の関係 

指定先は、本投資法人との間で、「星のや 

軽井沢」に関し、不動産売買契約及び不動

産賃貸借契約（建物の賃貸及び土地の賃

借）を締結しています。また、指定先は、

本投資法人との間で、スポンサーサポート

契約、バックアップオペレーター契約及び

商標の使用等に関する覚書を締結してい

ます。 

c.指定先の選定理由 

本投資法人と指定先との関係に鑑み、本投

資法人の投資主の利益と指定先の利益を

合致させるという観点から、指定先として

選定しています。 

d.販売しようとする本投資口の数 810口 

e.投資口の保有方針 
指定先が保有した投資口については、特段

の事情がない限り、保有を継続する意向で

あることを確認しています。 

f.払込みに要する資金等の状況 

本投資法人は、指定先が株式会社八十二銀

行からの借入れによる資金で払込みを行

う予定である旨を確認することで、指定先

が上記810口の払込みに要する資金を有し

ていると判断しています。 

g.指定先の実態 

本投資法人は、指定先より反社会的勢力等

とは一切関係がない旨の説明を受けた上

で、新聞等の資料に基づく調査を行ってお

り、これを踏まえ指定先が反社会的勢力等

との関係を有していないものと判断して

います。なお、指定先が反社会的勢力とは

一切関係ないことを確認している旨の確

認書を株式会社東京証券取引所に提出し

ています。 

 
② 投資口の譲渡制限 

       指定先は、一般募集に関連して、ロックアップに関する合意をしています。その

内容につきましては、前記「2 ロックアップについて ①」をご参照下さい。 

 
③ 発行条件に関する事項 

一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販

売は一般募集における発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件

には該当しません。 
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④ 一般募集後の主要な投資主の状況  

氏名又は名称 住所 
所有投資

口数（口）

総議決権

数に対す

る所有議

決権数の

割合(％)

一般募集

後の所有

投資口数

（口） 

一般募集

後の総議

決権数に

対する所

有議決権

数の割合

(％) 

株式会社星野リゾート 
長野県北佐久郡軽井沢町 

大字長倉 2148 番地 
2,025 10.00 2,835 6.54

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託

口） 

東京都中央区晴海 

一丁目 8 番 11 号 
2,828 13.97 2,828 6.52

日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町 

二丁目 11 番 3 号 
667 3.29 667 1.54

野村信託銀行株式会社（投

信口） 

東京都千代田区大手町 

二丁目 2 番 2 号 
613 3.03 613 1.41

大和信用金庫 
奈良県桜井市大字桜井 

281 番地の 11 
500 2.47 500 1.15

資産管理サービス信託銀

行株式会社（証券投資信託

口） 

東京都中央区晴海一丁目8番12

号晴海アイランドトリトンス

クエアオフィスタワーZ 棟 

461 2.28 461 1.06

NOMURA PB NOMINIEES

LIMITED OMNIBUS －

MARGIN（CASH PB）

東京都中央区日本橋 

一丁目 9 番 1 号 
426 2.10 426 0.98

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町 

一丁目 2 番 10 号 
225 1.11 225 0.52

三菱 UFJ モルガン・スタン

レー証券株式会社 

東京都千代田区丸の内 

二丁目 5 番 2 号 
138 0.68 138 0.32

シージーエムエル－ロン

ドンエクイティ 

東京都品川区東品川 

二丁目 3 番 14 号 
138 0.68 138 0.32

計 － 8,021 39.60 8,831 20.37

(注1) 所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は平成25年10月31日現在の数値を記載してい

ます。 

(注2) 一般募集後の所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成25年10月31日現在の所

有投資口数及び総議決権数に一般募集による増加分を加味し、野村證券株式会社に対する第三者割当に

対する申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。 

  
⑤ 投資口併合等の予定の有無及び内容 

該当事項はありません。 

  
⑥ その他参考になる事項 

該当事項はありません。  



新投資口発行及び投資口売出届出目論見書　平成26年4月



新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（交付目論見書）
本届出目論見書により行う星野リゾート・リート投資法人投資口14,570,996,000円（見込額）の募集（一般募集）及び投資口755,700,000円（見込額）の売出
し（オーバーアロットメントによる売出し）につきましては、本投資法人は金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）（以下「金融商品
取引法」といいます。）第5条により有価証券届出書を平成26年4月4日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。したがって、
発行価格及び売出価格等については今後訂正が行われます。なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が決定された場合には、発行価
格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当に
よる新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じ
です。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届
出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.hoshinoresorts-reit.com/）（以下「新
聞等」といいます。）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂
正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
本書は、金融商品取引法に基づき投資家に交付しなければならない目論見書（交付目論見書）です。
金融商品取引法上、投資家は、請求により上記の有価証券届出書第三部の内容を記載した目論見書（請求目論見書）の交付を受けることができ、投資家がかかる 
請求を行った場合にはその旨を記録しておく必要があるものとされています。ただし、本書においては、投資家の便宜のため、既に請求目論見書が合冊されています。
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を
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【募集又は売出しの公表後における空売りについて】
（1）金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）（以下「金商法施行令」といいます。）第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関

する内閣府令」（以下「取引等規制府令」といいます。）第15条の5に定める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、
発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（注1））において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引
所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り（注2）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、
当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（注3）の決済を行うことはできません。

（2）金融商品取引業者等は、（1）に規定する投資家がその行った空売り（注2）に係る有価証券の借入れ（注3）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募
集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。

（注1）取引等規制府令第15条の5に定める期間は、平成26年4月5日から、発行価格及び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成26年4月22日から平成26年4月24日までの
間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

（注2）取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
⃝先物取引　⃝国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除きます。）、投資法人債券等の空売り　⃝取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

（注3）取引等規制府令第15条の6に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みます。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
不動産投資証券は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を
被ることがあります。また、倒産等、発行者の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
（注）本書に掲載されている保有資産及び取得予定資産の写真は、ある時点における保有資産及び取得予定資産の状況を撮影したものであり、撮影後の期間の経過に伴う変更により、必ずしも現況と一致

していません。

本投資法人は、観光産業について、各地の地域経済への貢献が可能であり、少子高齢化
時代における我が国の経済活性化の切り札として重要な産業分野と位置付けることが
できると考えています。

本投資法人は、本投資法人の投資主が投資口の保有を通じてニッポンの観光産業の
分野においてその成長の果実を享受できる仕組みを作ることを目指しており、これにより
投資主価値の継続的な拡大を図っていきます。
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長期的かつ安定的な
キャッシュ・フローの確保が可能であると
見込まれる施設に重点的に投資

界 阿蘇2



収益力の高い物件取得による
資産規模の拡大及びポートフォリオの分散化

スポンサーのパイプライン及び
本資産運用会社の独自ルートの双方を
活用した外部成長

高い固定賃料比率の設定に加え、
変動賃料導入により
収益のアップサイドを確保

安定的かつ強固な財務基盤の
構築及び取得余力の創出

1.

2.

3.

4.

本書の日付現在

150億円
取得予定資産取得後

（取得（予定）価格ベース）

333億円

星のや 京都 界 阿蘇 チサンイン 軽井沢

インベストメント・ハイライト

3



（注1）株式会社星野リゾート（以下「星野リゾート」といいます。）並びにその親会社及び子会社を総称して「星野リゾートグループ」といいます。以下同じです。
（注2）｢外部オペレーター運営物件」とは、星野リゾートグループ以外のオペレーターが運営する物件をいいます。
（注3）本書において、「ホテル」とは主として洋風の構造及び設備を有する宿泊施設、「旅館」とは主として和風の構造及び施設を有する宿泊施設、「付帯施設」とはホテル又は旅館に付

帯するスキー場、ゴルフ場、プール、物販店舗などの大型施設をいいます。
（注4）それぞれ上段に各ブランドのコンセプト、下段に施設の特徴を記載しています。
（注5）｢スモールラグジュアリー」な施設とは、小規模ながら高級志向に重点をおいた商品構成となっており、高度なパーソナル・サービスを中心とする、食事、文化、景観、自然、滞在中

のアクティビティ、温泉等が魅力を演出する施設をいいます。

基本方針及びポートフォリオ構築方針の明確化及び見直し

本投資法人は、スポンサーサポートを活用して、星野リゾートグループ（注1）が運営する「星のや」、「星野
リゾート界」及び「星野リゾートリゾナーレ」の3ブランドへの投資を行うという方針も継続しつつ、長
期的かつ安定的なキャッシュ・フローの確保が可能であると判断した場合には、外部オペレーター運営
物件（注2）についても積極的な投資を行います。

中長期にわたり、観光産業の中核となり、安定的な利用が見込まれる
ホテル、旅館及び付帯施設に対する投資

星野リゾートグループが運営するホテル、旅館及び付帯施設、
中でも「星のや」、「星野リゾート   界」及び「星野リゾート   リゾナーレ」に重点投資

ホテル、旅館及び付帯施設（注3）への投資

基本方針及びポートフォリオ構築方針（上場時）

上記3つのブランド以外に対する投資

上記ブランド以外の様々なホテル、旅館及び付帯施設についても投資を検討

「もうひとつの日本」
和風高級リゾートとして圧倒的な非日常感を
提供することを目的とした、星野リゾートグルー
プの基幹ブランドであり、国内リゾート市場にス
モールラグジュアリー（注5）の概念を定着させた
ブランドであると、本投資法人は考えています。

「温泉旅館の和心地」
有名温泉観光地に立地する高級温泉旅館で
あり、小さくて上質、地域の魅力を感じる特別
で快適なステイを提供することを目的としてい
ます。日本独自のリゾート業態である「温泉旅
館」です。

「大人のためのファミリーリゾート」
大人も子供もそれぞれに楽しめるリゾートホテ
ルをコンセプトとし、四季折々の豊富なアクティ
ビティやリゾートならではの癒しを体験できる魅
力を提案することを目標としており、ファミリー層
から支持を受けるブランドを目指しています。

星のや 軽井沢

界 松本

リゾナーレ 八ヶ岳

重
点
投
資
対
象

（注4）

そ
の
他

基
本
方
針

星 の や

星野リゾート

界

星野リゾート

リゾナーレ
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中長期にわたり、観光産業の中核となり、安定的な利用が見込まれる
ホテル、旅館及び付帯施設に対する投資

その中でも、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローの確保が
可能であると見込まれる施設に重点的に投資

基本方針及びポートフォリオ構築方針の明確化及び見直し後

基
本
方
針

競合他社と異なる差別化されたビジネスモデル、ブランド力等を有しており、
運営について高い専門性を有するオペレーターにより運営されているかどうか

立地の優位性や建物の希少性等により施設自体に優位性があるかどうか

1.ソフトの優位性

2.ハードの優位性

ポートフォリオ分散化の促進資産規模の拡大

投資対象資産選定の観点

方針変更の背景

■物件情報提供の増加
本投資法人の上場によるホテル・旅館業界及び不動
産投資業界における本投資法人の知名度及び信用
力の向上並びに本資産運用会社独自の人的ネットワー
クや積極的な活動等を要因として、スポンサー以外の
本資産運用会社独自のネットワークを通じて取得した
物件情報が増加し、当初の想定以上に多様かつ豊富な
物件情報が提供されている状況

■収益性及び安定性の向上を重視
スポンサー以外の本資産運用会社独自のネットワーク
を活用して外部成長のスピードを早めることが、本投資
法人の資産規模の拡大及びポートフォリオ分散の促進
に寄与し、収益力及び安定性の向上に資するとの判断

星野リゾートグループが運営するホテル、旅館及び付帯施設、
中でも「星のや」、「星野リゾート   界」及び「星野リゾート   リゾナーレ」に対する継続的な投資

本投資法人は、上記の基本方針及びポートフォリオ構築方針に基づき、以下を目指します。

長期的かつ安定的なキャッシュ・フローの確保が可能であると見込まれる
外部オペレーター運営物件についても、積極的に投資

星
野
リ
ゾ
ー
ト
グ
ル
ー
プ

外
部
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

星 の や
星野リゾート

界
星野リゾート

リゾナーレ
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インベストメント・ハイライト

収益力の高い物件取得による資産規模の拡大及びポートフォリオの分散化

■取得予定資産取得後のポートフォリオ分散（固定賃料ベース）

■本募集前後におけるポートフォリオの状況
平成25年10月31日現在 取得予定資産 本募集後（注2）

物 件 数 6 物件 24 物件 30 物件

取得（予定）価格の合計 150 億円 183 億円 333 億円

不動産鑑定評価額の合計（注1） 175 億円 201 億円 376 億円

対不動産鑑定評価額（注1） 85.3 % 91.3 % 88.5 %

鑑 定 N O I 利 回 り 8.4 % 7.4 % 7.9 %

総 客 室 数 364 室 2,079 室 2,443 室

L T V（注1） 37.7 % – 28.2 %

星のや

28.4%
その他

35.6%

18.7%

17.2%
星野リゾート
リゾナーレ星野リゾート

界

星のや
41.4%

星野リゾート

リゾナーレ
36.2%

星野リゾート

界
22.4%

〈取得予定資産取得後〉〈平成25年10月31日現在〉

中部地方

57.6%

近畿地方
8.6%

中国・四国地方
九州・沖縄地方 北海道・東北地方

3.5%

関東地方

16.9%

6.0%

7.4%

中部地方
88.3%

関東地方
6.6%

中国・四国地方
5.2%    

〈取得予定資産取得後〉〈平成25年10月31日現在〉

1.

ブランド別分散 地域別分散

（注1）各用語に関しては、本文「第二部　ファンド情報　第1　ファンドの状況　2　投資方針　（1）投資方針　⑤インベストメント・ハイライト　（イ）収益力の高い物件取得による資
産規模の拡大及びポートフォリオの分散化」をご参照下さい。本募集後の各数値は、一定の仮定の下、平成25年10月31日現在の各数値と取得予定資産又は本募集と並行し
て行われる予定の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に係る指標等をそれぞれ単純に合算して算出したものであり、本募集後の実際の数値と一致するとは限りません。以下
同じです。

（注2）｢本募集後」とは、本募集における払込み、本借入れ、取得予定資産の取得及び本件第三者割当による払込金額を原資とした借入金の返済を完了した時点をいいます。

◉本募集に伴い、鑑定NOI利回り（注1）平均が7.4%であり、高い収益力が期待できる24物件（取得予定価格
の合計183億円）を新たに取得する予定です。

◉ブランド、立地及びキャッシュ・フロー特性の面において分散が促進されるため、旅のトレンドの変化、災害
等により、本投資法人のキャッシュ・フローが大きく低下するリスクが従前に比べ軽減されると、本投資
法人は考えています。

◉本投資法人の運用に関連するコストの一部は、資産規模の拡大に比例するほど増加しないことが想定さ
れることから、資産規模の拡大により運用効率の向上が期待されます。

資産規模の拡大により、ポートフォリオの収益力・安定性を強化することで、
1口当たりの分配金の向上を通じた投資主価値の最大化を目指します。
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スポンサーのパイプライン及び本資産運用会社の独自ルートの双方を活用した外部成長2.

■ 取得予定資産の概要

（注1）｢ロードサイド型ホテル」とは、自動車でのアクセスの利便性を重視した立地で、シンプル・カジュアルをコンセプトとしたホテルをいい、取得予定資産に含まれる21物件のロード
サイド型ホテルを「ロードサイド型ホテル21物件」といいます。なお、各数値については、合計又は平均を記載しています。

（注2）ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社（以下「ソラーレ」といいます。）及びその子会社を総称して「ソラーレグループ」といいます。なお、株式会社SHRロードサイドインを、
以下「ソラーレの運営子会社」といいます。

取得ルート
星野リゾートグループからの取得 第三者からの取得

施設名

星のや  京 都 界  川 治 界   阿 蘇
ロードサイド型ホテル

21物件（注1）

オペレーター
名称 株式会社

嵐山温泉嵐峡舘
株式会社

星野リゾート・マネジメント
株式会社

星野リゾート・マネジメント
株式会社

SHRロードサイドイン（注2）

取得予定価格 2,785 百万円 1,000 百万円 575 百万円 14,000 百万円

不動産
鑑定評価額 2,930 百万円 1,100 百万円 639 百万円 15,444 百万円

対不動産
鑑定評価額 95.1 % 90.9 % 90.0 % 90.7 %

鑑定NOI
利回り 6.8 % 8.6 % 7.9 % 7.5 %

優先的売買交渉権の活用

外部オペレーター運営

本資産運用会社からの売却提案

界 阿蘇界 川治 チサンイン 佐野藤岡インター星のや 京都

星野リゾートグループ運営

星のや 京都 7



賃貸借契約の安定性を担保する仕組みとして、
本投資法人及び本資産運用会社と星野リゾートの間でバックアップオペレーター契約を締結

固定賃料

基準売上 賃料
（固定+変動）
基準売上×変動率

（イメージ図）

インベストメント・ハイライト

高い固定賃料比率の設定に加え、変動賃料導入により収益のアップサイドを確保3.

本資産運用会社の試算では、賃料収入の大部分が固定賃料に
なるものと予想しており、収益の安定化を図っています。また、固定賃料に加えて、
売上高に応じた変動賃料導入により収益のアップサイドを享受することを目指します

＋

■星野リゾートグループとの賃貸借契約概要

■変動賃料の仕組み（注1）

■ソラーレの運営子会社との賃貸借契約概要（注）（外部オペレーター運営物件）

契約期間：
20年間

契約期間：
10年間

中途解約：
10年間賃貸人の同意なく不可

中途解約：
2年間賃貸人の同意なく不可

賃料改定：
10年間不可（以後5年毎に改定可能）

賃料改定：
5年毎

固定賃料の意義 変動賃料導入の目的

（注1）基準売上に各比率を乗じた金額から固定賃料額を減じた額が正の数にならない場合には、変動賃料が生じません。固定賃料額及び変動賃料額の算出方法の詳細は、本文
「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　（ハ）取得予定資産の個別不動産の概要」をご参照下さい。

（注2）賃料は平成26年5月2日から発生します。

（注）｢チサンイン岩手一関インター」の一部土地に関する賃貸借契約については除外して記載してあります。詳細は、本文「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　（ロ）取得予定資産取得後の本投資法人のポートフォリオの概要」をご参照下さい。

取得予定資産をオペレーターが適切に運営する仕
組みを構築することで収益の安定化を図る

各施設の売上高に応じた変動賃料を導入することに
より、オペレーターによる運営実績が良好な時期の
アップサイドを享受

変動賃料
算出における
変動率

第3期（注2） 第4期 第5期 第6期
自平成26年 5月 1日
至平成26年10月31日

自平成26年11月 1日
至平成27年 4月30日

自平成27年 5月 1日
至平成27年10月31日

自平成27年11月 1日
至平成28年 4月30日

星のや京都 25% 割増の固定賃料（年間197百万円） 固定賃料（年間187百万円）+変動賃料

界阿蘇 16% 割増の固定賃料（年間46百万円） 固定賃料（年間42百万円）+変動賃料

界川治 16% 割増の固定賃料（年間110百万円） 固定賃料（年間99百万円）
+変動賃料

ロードサイド型ホテル
21物件 36.5% 固定賃料（年間合計999百万円）+変動賃料

・毎月の変動賃料の算定方法は、
①毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の
売上を基準売上とし、

②毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月
分の売上を基準売上とし、

基準売上に各施設の変動率を乗じた金額から、年間固定賃料額を減
じた金額の12分の1とします。
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安定的かつ強固な財務基盤の構築及び取得余力の創出4.

■LTVの低減

■本借入れの概要
既存借入れ 本借入れ

借 入 先 株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、
株式会社三井住友銀行　以上3行

株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、
株式会社三井住友銀行、株式会社足利銀行、
株式会社静岡銀行　以上5行

平均金利 1.84% 1.36%

37.7% 28.2%

平成25年10月31日

取得余力の創出

本募集後

（注）本借入れに関し金融機関が発行した融資に関する検討結果通知書に基づいて記載しています。実際に借入れが行われることが保証されているものではありません。本募集後
のLTVは一定の仮定の下、平成25年10月31日現在の数値と本借入れに係る指標等を単純に合算して算出したものであり、本募集後の実際の数値と一致するとは限りません。
詳細については、本文「第二部　ファンド情報　第1　ファンドの状況　2　投資方針　（1）投資方針　⑤インベストメント・ハイライト　（イ）収益力の高い物件取得による資産
規模の拡大及びポートフォリオの分散化」をご参照下さい。

（注）本借入れに関し金融機関が発行した融資に関する検討結果通知書に基づいて記載しています。実際に借入れが行われることが保証されているものではありません。また、平均
金利は、一定の仮定の下、算出した試算値であり、実際の数値と一致するとは限りません。詳細については、本文「第二部　ファンド情報　第1　ファンドの状況　2　投資方針　
（1）投資方針　⑤インベストメント・ハイライト　（ニ）安定的かつ強固な財務基盤の構築及び取得余力の創出」をご参照下さい。

星のや 京都

■返済期限の分散状況

25

20

15

0

(億円)

平成29年10月期
平成30年  4月期

平成28年10月期
平成29年  4月期

平成27年10月期
平成28年  4月期

平成30年10月期
平成31年  4月期

平成31年10月期
平成32年  4月期

平成32年10月期
平成33年  4月期

平成26年10月期
平成27年  4月期

10

5

（注）本借入れに関し金融機関が発行した融資に関する検討結果通知書に基づいて記載しています。実際に借入れが行われることが保証されているものではありません。また、上記
は、一定の仮定の下、算出した試算値であり、実際の数値と一致するとは限りません。詳細については、本文「第二部　ファンド情報　第1　ファンドの状況　2　投資方針　（1）
投資方針　⑤インベストメント・ハイライト　（ニ）安定的かつ強固な財務基盤の構築及び取得余力の創出」をご参照下さい。

■本書の日付現在の借入れ　　■本借入れ

本借入れ実行後の返済期限の分散状況は、以下のとおりとなる予定です。
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H - 2 星 の や  京 都

嵐山駅

嵐山高雄
パークウェイ

嵐山駅
嵯峨野観光線

嵯峨嵐山
トロッコ
嵯峨トロッコ

嵐山駅
京福電鉄嵐山本線

JR山陰本線

阪
急
嵐
山
線

112

星のや 京都

京都府京都市

　世界文化遺産の街である京都に所在し、渡月橋付近から10分とアクセスは良
好ですが、川を上り分け入った、市街とは切り離された閑静な立地条件です。
　景観保護地区内、市街化調整区域内という建築制限の厳しいエリアであるた
め、古くからの自然環境、景観をとどめ、桜や紅葉の季節には周辺の山々が色づき、
こうした嵐山の四季折々の草花や大堰川を望む優れたロケーションに、「水辺の私
邸」というコンセプトに従った、静かさ、美しさ、贅沢さを有する施設が配されています。
　日本建築、日本文化の伝統を活かした和モダンをコンセプトにした高級リゾート
であり、隠れ家的な佇まいの全25室の客室において非日常的な空間を創出します。
また、上り桟橋から送迎船を利用するという風情あるアクセス手段も特徴です。

物件の特徴

25室

［ 客 室 数 ］

［ 所 在 地 ］

49,790円

［ R e v P A R ］（注1）（注2）［取得予定価格］

2,785百万円

［ 鑑 定 評 価 額 ］

2,930百万円

［鑑定NOI利回り］

6.8%

取 得 予 定 資 産 の 概 要  
「 も う ひ と つ の 日 本 」

星 の や

（注1）平成25年1月から平成25年12月までの運営期間における平均値を記載しています。
（注2）｢RevPAR」とは、一定期間の宿泊売上高合計（料飲売上、その他売上及びサービス料等を除きます。）を同期間の販売可能客室数合計で除した値をいい、単位未満を四捨五入

して記載しています。以下同じです。10
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K - 5 界  阿 蘇

別府IC
九重IC

熊本IC

212

387

442

界 阿蘇

豊後中村駅

湯布院駅

宮地駅

阿蘇山
JR豊肥線

JR久大線

熊本空港
（阿蘇くまもと空港）

物件の特徴

取 得 予 定 資 産 の 概 要  
「 温 泉 旅 館 の 和 心 地 」

星 野 リ ゾ ー ト  界

　日本有数の景勝地、阿蘇くじゅう連山の麓、阿蘇五岳を中心に広がる緑の大
草原の中に佇んでいます。8,000坪の敷地内に点在する12の客室は露天風呂
付の贅沢な広さを誇る離れの形式となっており、プライベート空間が確保された
ゆったりとした造りであり、温泉を楽しめます。
　また、新鮮な九州の素材を駆使した料理の数 も々特徴であり、阿蘇五岳が一
望できるダイニングスペースで料理を堪能しながら、天候や季節によっては夕日や
雲海を見ることもできるなど絶好のロケーションが確保されています。施設全体を
通じて雄大な自然の中で洗練された上質の空間を心ゆくまで堪能できるよう工夫
されています。

大分県玖珠郡九重町［ 所 在 地 ］

12室

［ 客 室 数 ］［取得予定価格］

575百万円

［ 鑑 定 評 価 額 ］

639百万円

［鑑定NOI利回り］

7.9% 42,149円

［ R e v P A R ］（注）

（注）平成25年1月から平成25年12月までの平均値を記載しています。

12



K - 6 界  川 治

中禅寺湖
日光宇都宮道路

日光駅

鬼怒川温泉駅

野岩鉄道
会津鬼怒川線

川治湯元駅
界 川治

今市IC

121

東武鉄道
鬼怒川線

物件の特徴

　川治温泉は享保年間の開湯といわれ、隣接する鬼怒川温泉と共に年間170
万人を上回る観光客が訪れる栃木県内有数の温泉観光地です。平成18年に
は市町村合併により日光市に編入され、年間500万人規模の国内有数の観光エ
リアである日光と一体としての周遊等、観光行政の効率化が奏功する可能性も
指摘できます。
　日光エリアから車で1時間程度、鬼怒川温泉から15分程度であり、更に塩原、
会津若松、尾瀬などへのアクセス拠点としても活用できる立地で、いずれの客室
からも四季折々に表情を変える山 を々眺めることができ、ひっそりとした渓流沿い
に佇む温泉旅館として、個人旅行客への訴求力も高いものとなっています。

栃木県日光市［ 所 在 地 ］

54室

［ 客 室 数 ］［取得予定価格］

1,000百万円

［ 鑑 定 評 価 額 ］

1,100百万円

［鑑定NOI利回り］

8.6% 14,764円

［ R e v P A R ］（注1）

（注1）平成25年1月から平成25年12月までの平均値を記載しています。
（注2）本書の日付現在、改修工事のため旅館の運営を休業していますが、本物件のテナントとなる売主は、本投資法人に対し、平成26年6月末日までに旅館の運営を開始することを

合意しています。ただし、本投資法人は、賃料が平成26年5月2日より発生することをテナントと合意しています。 13



取 得 予 定 資 産 の 概 要  

4,500

4,000

3,500

0

(百万円) (円)

2,472百万円
2,626百万円

2,957百万円
3,132百万円3,177円

平成25年平成24年平成23年平成22年

5,000

4,000

0

6,000

3,389円

4,050円3,799円

2,000

1,000

3,000

2,500

2,000

3,000

62.1%

68.3%

74.9%
77.8%

外 部 オペレーター
運 営 物 件

ソラーレグループが運 営 するロードサイド型ホテル2 1 物 件の特 徴

ロードサイド型ホテル2 1 物 件のポートフォリオ概 要

ロードサイド型ホテル 2 1 物 件の運 営 実 績

ロードサイド型ホテル21物件の過去4年分の運営実績は、以下のとおりであり、一貫して売上高、RevPAR及び
客室稼働率が増加しています。

1,988室

［ 客 室 数 ］［取得予定価格］

14,000百万円

［ 鑑 定 評 価 額 ］

15,444百万円

［鑑定NOI利回り］

7.5%

■売上高（左軸）（注1）　　 RevPAR（右軸）（注1）　　 客室稼働率（注1）

▶ 「シンプル・カジュアル利用のホテル」というコンセプトの下、ドライブ目的での旅
行、自動車でアクセスしやすい地域への旅行や出張等の多様な旅のニーズに対
応する施設として運営

▶ 全国の高速道路インターチェンジ、主要道路等の近くに立地

▶ 日本国内のホテル・旅館業界において、ロードサイド型ホテルが比較的希少な運
営形態であり、競合他社と異なるビジネスモデルとして差別化がなされている

▶ ロードサイド型ホテルの運営について、高い専門性を有するソラーレグループが
オペレーターとして運営

（注1）上記の過去の売上高、ADR、RevPAR及び客室稼働率は、ソラーレグループから取得した情報（会計監査等の手続は経ていません。）を記載したものであり、あくまでも参考情報
に過ぎず、当該情報は不完全又は不正確であるおそれもあります。また、本投資法人が採用する会計処理等と同一の方法で算出されたものとは限らず、取得予定資産について、
前提となる状況が本投資法人取得後と同一とも限りません。したがって、これらの情報は、当該資産における今後の売上高その他の運営実績と必ずしも一致するものではなく、
場合によっては大幅に乖離する可能性もあります。

（注2）｢ADR」とは、一定期間の宿泊売上高合計（料飲売上、その他売上及びサービス料等を除きます。）を同期間の販売客室数（稼働した延べ客室数）合計で除した値をいい、単位未
満を四捨五入して記載しています。

77.8%

［客室稼働率（平成25年）］（注1） ［R e v PA R（平成25年）］

4,050円

（注1）

5,204円

［ A D R（平成25年）］（注1）（注2）

ロードサイド型ホテル
21物件とは

ロードサイド型ホテル
21物件の優位性

14



ロードサイド型ホテル21物件の一例

ソラーレグループ概要

ソラーレグループは、ロードサイド型ホテルの他にも、ロワジールホテル、チサングランド、チサンリゾート等の
ブランド名でホテル経営を行うなど、ターゲット顧客層ごとに多様な価格帯のホテル経営を行っています。

ソラーレグループによるロードサイド型ホテルの運営の特徴

①セントラルオペレーションによる業務効率化 ②顧客満足度向上に向けた取組み
・統括本部による全国のホテルのオペレーションの統一化
・統括本部により人材、資材等を効率的に配置し、顧客満足
度アップのための仕組みを導入

・集中購買システム導入によるコストコントロールの実施

・旅行系口コミサイト及び予約サイト上の口コミ並びに客室
内の利用者アンケートを定期的にトラッキングすることで、
利用者ニーズを適宜オペレーションに反映

③ロイヤリティプログラム会員のリピート顧客化 ④チェーンホテルズセールスによる集客
・ロイヤリティプログラム「スマイレージ」会員のリピート化に
より、平成25年10月から同年12月までの3か月間におけ
る売上げ全体に占める会員の売上げ比率が約30%を達成
・ロイヤリティプログラムのポイントの付与率アップ、ポイン
トの還元率アップ等のキャンペーン実施により、利用増加
へつなげる取組みを実施

・法人契約、スポーツ等の団体予約、旅行会社からのツアー
利用予約等、集客セグメントの多様化を図り、日本全国及
び海外からの集客を図る

・需要予測によるオフシーズン時の適切なセグメントへの
誘客アプローチを実施し、客室稼働率の向上を目指す

物件の特徴 （チサンイン 佐野藤岡インター）

平成26年2月1日現在

（注）上記の売上高その他の情報は、ソラーレグループから取得した情報をそのまま記載したものであり、あくまでも参考情報に過ぎず、当該情報は不完全又は不正確であるおそれも
あります。

　本物件が存する栃木県佐野市は、東京から70km圏内に位置し、近年で
は大規模アウトレットモールの大規模集客が見られる上に、従来からの観光
資源も豊富で、観光面での訴求力も比較的高い地域です。
　本物件は、東北自動車道佐野藤岡ICから約1kmと近接し、アウトレット
モールにもほど近く、ホテル立地としては絶好のロケーションにあります。

5,773百万円

売 上 高
（平成24年度、ソラーレ単体）

（注）

62箇所

ソラーレグループの
運営施設数

（注）

9,923室

ソラーレグループの
運営客室数

（注）

1,637名

ソラーレグループの従業員数
（パートタイマー等含む）

（注）

チサンイン 佐野藤岡インター

チサンイン 軽井沢

ロードサイド型ホテル21物件 客室例

15



安定的な収益基盤を有するポートフォリオの構築

■ポートフォリオ一覧（取得予定資産取得後）

分類 物件
番号 物件名称 地域

取得（予定）
価格

（百万円）

不動産
鑑定評価額
（百万円）

対不動産
鑑定評価額
（%）

鑑定
NOI利回り
（%）

投資比率
（%） テナント名称 総客室数

星
の
や

H-1 星のや軽井沢 中部地方 7,600 9,160 83.0 7.4 22.8 株式会社
星野リゾート 77

H-2 星のや京都 近畿地方 2,785 2,930 95.1 6.8 8.3 株式会社
嵐山温泉嵐峡舘 25

小計 10,385 12,090 85.9 7.2 31.1 – 102
リ
ゾ
ナ
ー
レ

R-1 リゾナーレ八ヶ岳 中部地方 4,500 5,190 86.7 9.7 13.5 株式会社
星野リゾート・八ヶ岳 172

小計 4,500 5,190 86.7 9.7 13.5 – 172

界

K-1 界松本 中部地方 600 687 87.3 10.0 1.8

株式会社
星野リゾート・
マネジメント

26

K-2 界出雲 中国・四国地方 680 737 92.3 8.6 2.0 24

K-3 界伊東 中部地方 670 717 93.4 9.3 2.0 34

K-4 界箱根 関東地方 950 1,090 87.2 8.7 2.8 31

K-5 界阿蘇 九州・沖縄地方 575 639 90.0 7.9 1.7 12

K-6 界川治 関東地方 1,000 1,100 90.9 8.6 3.0 54

小計 4,475 4,970 90.0 8.8 13.4 – 181

そ
の
他

O-1 チサンイン塩尻北インター 中部地方 672 743 90.4 7.4 2.0

株式会社
SHRロード
サイドイン

92

O-2 チサンイン佐野藤岡インター 関東地方 742 845 87.8 7.5 2.2 92

O-3 チサンイン諏訪インター 中部地方 658 728 90.4 7.5 2.0 92

O-4 チサンイン豊川インター 中部地方 602 665 90.5 7.4 1.8 94

O-5 チサンイン鳥栖 九州・沖縄地方 504 558 90.3 7.6 1.5 92

O-6 チサンイン千葉浜野R16 関東地方 798 947 84.3 7.4 2.4 94

O-7 チサンイン熊本御幸笛田 九州・沖縄地方 616 675 91.3 7.5 1.8 98

O-8 チサンイン宇都宮鹿沼 関東地方 714 769 92.8 7.4 2.1 98

O-9 チサンイン福井 中部地方 644 702 91.7 7.6 1.9 98

O-10 チサンイン福島西インター 北海道・東北地方 672 714 94.1 7.4 2.0 98

O-11 チサンイン新潟中央インター 中部地方 630 686 91.8 7.4 1.9 98

O-12 チサンイン大村長崎空港 九州・沖縄地方 630 688 91.6 7.4 1.9 92

O-13 チサンインひたちなか 関東地方 742 851 87.2 7.6 2.2 92

O-14 チサンイン土浦阿見 関東地方 770 886 86.9 7.6 2.3 92

O-15 チサンイン甲府石和 中部地方 658 723 91.0 7.6 2.0 92

O-16 チサンイン丸亀善通寺 中国・四国地方 588 631 93.2 7.5 1.8 98

O-17 チサンイン宗像 九州・沖縄地方 504 536 94.0 7.4 1.5 98

O-18 チサンイン岩手一関インター 北海道・東北地方 700 738 94.9 7.3 2.1 92

O-19 チサンイン軽井沢 中部地方 812 898 90.4 7.4 2.4 90

O-20 チサンイン姫路夢前橋 近畿地方 616 672 91.7 7.7 1.8 98

O-21 チサンイン倉敷水島 中国・四国地方 728 789 92.3 7.3 2.2 98

小計 14,000 15,444 90.7 7.5 42.0 – 1,988

合計 33,360 37,694 88.5 7.9 100.0 – 2,443

（注）詳細については、本文「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」をご参照下さい。
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界阿蘇

星のや京都

界川治

■ポートフォリオマップ

K-1 界 松本

K-5 界 阿蘇

K-4 界 箱根

K-2 界 出雲

K-3 界 伊東

K-6 界 川治

R-1 リゾナーレ 八ヶ岳

H-1 星のや 軽井沢

H-2 星のや 京都

O-17

O-5

O-12

O-7

O-18

O-10

O-9

O-8

O-2
O-19

O-11

O-4

O-20

O-21

O-16

O-13

O-14

O-15
O-6

O-1

O-3

17



磐梯山温泉ホテル

★

★

★

★

★
★
★ ★

★

竹富島
星のや 竹富島

リゾナーレ 小浜島

黒島新城島

小浜島

石垣島

西表島

沖縄県 八重山列島

ニラカナイ 西表島

リゾナーレ トマム

トマム
トマムスキー場

青森屋
界 津軽

奥入瀬渓流ホテル

アルツ磐梯

裏磐梯猫魔スキー場
裏磐梯ホテル界 アルプス

界 加賀

ホテルブレストンコート

リゾナーレ 八ヶ岳

星のや 富士
(平成27年開業予定）

星のや 東京
(平成28年開業予定）

界 遠州
界 箱根
界 熱海

界 伊東

アンジン
リゾナーレ 熱海

星のや 京都
界 出雲

界 松本

ウトコ オーベルジュ＆スパ

界 阿蘇

星のや 軽井沢

界 川治（平成26年開業予定）

界 日光（平成26年開業予定）

星のや バリ
（平成26年開業予定）

カンボジア
ベトナム

マレーシア

ブルネイマレーシア

シンガポール

インドネシア

バリ

（参考情報）星野リゾートグループのポートフォリオマップ

本投資法人は、安定的な成長及び外部成長のスピードを重視し、以下の施策により運用資産を取得する方針
です。

【外部成長実現に向けた施策】
Ⅰ.	｢スポンサーサポート契約の活用」
 ▶星野リゾートグループが保有する物件の情報、人的・物的資源及び観光産業やリゾート分野における知識・経

験・ノウハウ等の提供等、包括的なスポンサーサポートを利用します。

Ⅱ.	｢星野リゾートグループの旅館等の再生ノウハウの活用」
 ▶星野リゾートグループの旅館等の再生ノウハウにより魅力を取り戻した物件の情報についても提供を受けます。

Ⅲ.	｢本資産運用会社独自の外部オペレーター運営物件情報の活用」
 ▶星野リゾートグループに限らず、全国のホテル、旅館及び付帯施設の所有者及びオペレーター等との間でネット

ワークを構築し、物件取得に関する情報を収集しています。本資産運用会社独自の情報収集力を活かし、競争
力の高い物件の取得に努めます。

外部成長

★★★ 本投資法人の保有資産及び取得予定資産
星野リゾートグループのポートフォリオ

（上記資産★★★を除きます。）

（出所）星野リゾートより受領した資料に基づき本資産運用会社が作成。
（注1）本書の日付現在の情報に基づくものであり、同時点で運営を中止している施設を含みません。
（注2）星野リゾートグループが運営し、又は運営を予定している施設であり、本投資法人の保有資産及び取得予定資産以外の物件も含まれています。本書の日付現在、本投資法人

がこれらの物件を取得する具体的な予定はなく、また、今後取得できる保証もありません。
（注3）開業予定は、今後変更となる可能性があります。施設名は、仮称を含みます。18



星野リゾートグループの独自の運営の仕組み

本投資法人は、オペレーター及び本資産運用会社による施策を通じて、変動賃料のベースとなる売上げ拡大
及び安定的かつ効率的な運営を通じた施設の競争力の維持・向上を通じて、安定的分配及び分配金の成長の
両立を目指します。

【内部成長実現に向けた施策】
Ⅰ.	｢オペレーター及び本資産運用会社による内部成長」
 ▶本投資法人の運用資産の特性を深く理解し、当該運用資産に適合的なビジネスモデルやノウハウを有する者

を運用資産のオペレーターに選定することで、施設の競争力を維持・向上させる方針です。
 ▶本資産運用会社は、施設競争力の維持・向上のための運営、管理及びリニューアルを実施し、ポートフォリオの

収益力の強化を目指します。

Ⅱ.	｢売上実績に連動した変動賃料の導入」
 ▶オペレーターのノウハウによるホテル、旅館及び付帯施設の業績向上の恩恵を本投資法人が享受することを可

能とする仕組みとして、本投資法人は、賃貸借契約において、固定賃料に加えて、ブランド及び施設の運営特性
に応じた変動率を設定し、売上実績に連動した変動賃料を定めることを検討します。

Ⅲ.	｢中長期的な視点による資本的支出及び修繕計画の策定・実行を通じた運用資産の	
	資産価値・競争力の維持・向上」

 ▶中長期的な観点から、運用資産の資産価値・競争力の維持・向上を図ると共に、慎重かつ十分な資本的支出を
通じて将来における過大な修繕発生リスク及び施設の魅力減少に起因する売上減少リスクを低減させること
で、運営収益の安定を目指します。

内部成長

運 営 効 率

集 客 力
マルチタスク
（サービスチーム編成）
一人の従業員が複数業務を手掛
けることによって、施設の効率運
営を目指す手法。

予約チャネル管理
（統合予約センター）
統合予約センターの設置により、拠点での
電話問い合わせによる業務の中断や接客
対応中の機会損失をなくし、また、コール
センター機能を集中させることにより、予約
1件当たりの獲得コストを低く抑える手法。

CS（顧客満足度）
CS調査をマネジメントに活かして
運営上の競争力を高める手法。

調理プロセス管理
（セントラルキッチン）
全部又は一部の調理プロセスをある
一箇所に集約して行うことで規模の
メリットを追求する料理提供手段。

マーケティング
本部主導のマーケティング機能と
その集客力により、グループ全体
の収益の最大化を図り、星野リゾー
トグループ各施設のブランドイメー
ジを構築する手法。

ブランド化
施設ごとに個別にPRするのでは
なく、各ブランドのイメージを包
括的にPRしていくことによりブラ
ンドとしての知名度を高める手法。

（注）上記の写真は星野リゾートグループが運営する施設についてのものであり、本投資法人の保有資産及び取得予定資産以外の物件も含まれています。

界 松本

界 熱海
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星野温泉旅館
〔開業〕

リゾナーレ 八ヶ岳
〔運営開始〕

星のや 軽井沢
〔開業〕

白銀屋（現・界 加賀）
いづみ荘（現・界 伊東）
古牧温泉 青森屋
奥入瀬渓流ホテル
〔運営開始〕

花乃井（現・界 遠州） 
錦水（現・界 津軽）
〔運営開始〕

蓬莱（現・界 熱海）
 ヴィラデルソル

裏磐梯猫魔スキー場
〔運営開始〕

星のや 竹富島
〔開業〕

界 箱根
宿屋伝七
〔運営開始〕

ホテルブレストンコート
〔開業〕

楓雅
〔運営開始〕

トンボの湯
村民食堂
〔開業〕

アルツ磐梯スキー場
磐梯山温泉ホテル
〔運営開始〕

有楽（現・界 出雲）
アンジン

〔運営開始〕

貴祥庵（現・界 松本）
松延（現・界 アルプス）
〔運営開始〕

界ASO（現・界 阿蘇）
リゾナーレ 小浜島
ニラカナイ 西表島
リゾナーレ 熱海
〔運営開始〕

トマムスキー場
アルファリゾートトマム（現・トマム）
ガレリアタワー（現・リゾナーレ トマム）

〔運営開始〕

星のや 京都
ハルニレテラス
〔開業〕

裏磐梯猫魔ホテル
ウトコ オーベルジュ＆スパ

〔運営開始〕

大正3年 平成7年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

211室 211室
363室

1,176室

1,737室 1,791室 1,852室 1,875室
2,158室 2,230室

2,618室
2,750室 2,784室

（参考情報）星野リゾートグループについて

（出所）星野リゾートより受領した資料に基づき本資産運用会社が作成。
（注1）上記の表は平成25年11月30日現在、星野リゾートグループが運営している各施設及びその運営室数を基礎として、上記各時点で運営していた施設の運営室数の合計を記載

しています。上記の表の運営室数には平成25年11月30日現在星野リゾートグループが運営を中止している施設は含まれておらず、また、各施設の運営室数は、施設の増改築
や季節要因等によっても変動するため、上記数値は、当該時点における星野リゾートグループの運営室数と必ずしも一致しません。

（注2）上記の写真及び表は星野リゾートグループが運営する施設についてのものであり、本投資法人の保有資産及び取得予定資産以外の物件並びに運営を中止した施設も含まれ
ています。本書の日付現在、本投資法人がこれらの物件を取得する具体的な予定はなく、また、今後取得できる保証もありません。

星 野リゾートグループは、「リゾート運 営の達 人になる」をビジョンとして 
独自の戦 略で事 業 規 模 拡 大を進めています。

明 治 3 7 年に軽 井 沢の地で創 業し、大 正 3 年には星 野 温 泉 旅 館をオープンし、 
同 旅 館をオープンしてから、今 年で1 0 0 年目を迎えます。

平 成 1 3 年 以 降、本 拠 地の長 野・軽 井 沢を飛び出して、施 設 価 値 再 生を求める 
リゾート施 設・旅 館の経 営・運 営に携わりながら拠 点を拡 大してきました。 
本 書の日付 現 在、星 野リゾートグループは国 内 3 1 箇 所に拠 点を有します。

星 野リゾートグループでは、世 界の人々を結び 付け、相 互 理 解と世 界 平 和を 
促 進することが観 光 産 業の役 割であると考え、このような観 光 産 業の一 翼を担うべく、 
全ての利 用 者に満 足 感を与えること、新しい旅の形を提 案することをめざし、 
リゾート施 設・旅 館の運 営 事 業に取り組んでいます。

星のや竹富島

界熱海

界加賀
ホテルブレストンコート

星野温泉旅館

リゾナーレトマム

トマム
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【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 26 年 4 月 4 日 
  
【発行者名】 星野リゾート・リート投資法人 
  
【代表者の役職氏名】 執行役員  秋本 憲二 
  
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座一丁目 11 番 1 号 
  
【事務連絡者氏名】 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 
 取締役財務管理部長  隆 哲郎 
  
【電話番号】 03-5159-6338 
 
【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】 

星野リゾート・リート投資法人 

 
【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：一般募集 14,570,996,000 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 
 755,700,000 円 

 (注 1) 発行価額の総額は、平成 26 年 3 月 24 日（月）現在の株式会社
東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。ただし、今回の一般募集の方法は、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）で募集を行うため、一般募集における発行価
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、平成 26 年 3 月 24 日（月）現在の株式会社
東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。 

  
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する

上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があ
るときは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定
する安定操作取引が行われる場合があります。 

2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品
市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券
取引所です。

  
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号） 
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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】 

(1)【投資法人の名称】 

星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。） 
（英文では Hoshino Resorts 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の対象とされる有価証券は、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（以下「本投資口」といいます。）です。

本投資口は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を

含みます。）（以下「振替法」といいます。）の規定の適用を受ける振替投資口であり、

振替法第 227 条第 2 項に基づき請求される場合を除き、本投資口を表示する投資証券を発

行することができません。 
また、本投資口は、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

ンド型です。 
本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され若しくは閲覧

に供された信用格付、又は信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供される予定の信用

格付はありません。 
(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の地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」と

いいます。本投資口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】 

22,000 口 
(注) 本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に当たり、その需要状況等を勘案した上

で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が指定先（後記「(15) その他 ② 申込みの方法等 (ホ)」に定義

します。）から 1,100 口を上限として借り入れる本投資口の売出し（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。 
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第 4 募集又は売出しに関する特別記載事項 

1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

 
(4)【発行価額の総額】 

14,570,996,000 円 
(注) 後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(15) その他 ① 引受け

等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総

額は、平成 26 年 3 月 24 日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算

出した見込額です。 

 
(5)【発行価格】 

未定 
(注 1) 発行価格等決定日（後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」で定義します。）の株式会社東京証券取引所におけ

る本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）から 1 口当たりの予想分

配金 12,817 円を控除した金額に 0.90～1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）を仮条件とします。 
(注 2)  日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、上記仮条件により需

要状況等を勘案した上で、平成 26 年 4 月 22 日（火）から平成 26 年 4 月 24 日（木）までの間のいずれかの日（発

行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け

取る投資口 1 口当たりの払込金額）を決定します。 
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以

下同じです。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価

額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取

金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総

額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の

日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中

のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.hoshinoresorts-reit.com/）（以下「新聞等」と

いいます。）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が

行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等

及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見

書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 
(注 3)  後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行

価額との差額は、引受人の手取金となります。 
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(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 26 年 4 月 23 日（水）から平成 26 年 4 月 24 日（木）まで 
(注)  申込期間については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定です。なお、

上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で繰り下げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、

平成 26 年 4 月 18 日（金）から、 短で平成 26 年 4 月 22 日（火）まで、 長では平成 26 年 4 月 24 日（木）までを

予定していますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成 26 年 4 月 22 日（火）から平成 26 年 4 月 24 日（木）まで

を予定しています。 
したがって、申込期間は、 
① 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 22 日（火）の場合、 

上記申込期間のとおり 
② 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 23 日（水）の場合、 

「平成 26 年 4 月 24 日（木）から平成 26 年 4 月 25 日（金）まで」 
③ 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 24 日（木）の場合、 

「平成 26 年 4 月 25 日（金）から平成 26 年 4 月 28 日（月）まで」 
となりますので、ご注意下さい。 

 
(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】 

引受人の本店及び全国各支店並びに営業所 
 

(11)【払込期日】 

平成 26 年 5 月 1 日（木） 
(注)  払込期日については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定です。なお、

上記払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り下げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、

平成 26 年 4 月 18 日（金）から、 短で平成 26 年 4 月 22 日（火）まで、 長では平成 26 年 4 月 24 日（木）までを

予定していますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成 26 年 4 月 22 日（火）から平成 26 年 4 月 24 日（木）まで

を予定しています。 
したがって、払込期日は、 
① 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 22 日（火）の場合、 

上記払込期日のとおり 
② 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 23 日（水）の場合、 

「平成 26 年 5 月 1 日（木）」 
③ 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 24 日（木）の場合、 

「平成 26 年 5 月 2 日（金）」 
となりますので、ご注意下さい。 

 
(12)【払込取扱場所】 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿新都心支店 
東京都新宿区西新宿一丁目 6 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)【振替機関に関する事項】 

株式会社証券保管振替機構 
東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 
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(14)【手取金の使途】 

一般募集における手取金 14,570,996,000 円については、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

法人による新たな特定資産（投信法第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。

なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金

の一部に充当する予定です。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当によ

る新投資口発行の手取金上限 728,549,800 円については、借入金の返済に充当する予定で

す。 
(注 1) 上記の第三者割当については、後記「第 4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによ

る売出し等について」をご参照下さい。 
(注 2) 上記の手取金は、平成 26 年 3 月 24 日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を

基準として算出した見込額です。 

 
(15)【その他】 

① 引受け等の概要 

以下に記載する引受人は、平成 26 年 4 月 22 日（火）から平成 26 年 4 月 24 日（木）

までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行

価額にて本投資口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）で一般

募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、

一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。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。 

引受人の名称 住所 引受投資口数

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 
未定 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 

合  計 － 22,000 口

(注 1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社星野リゾート・アセットマネジメント

（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。 
(注 2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。 
(注 3) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。 

 
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前記「(9) 申込証拠金」に記載の申込証拠金を添
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。 
(ニ)  一般募集の対象となる本投資口の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。 

したがって、受渡期日は、 
① 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 22 日（火）の場合、 

「平成 26 年 5 月 2 日（金）」 
② 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 23 日（水）の場合、 

「平成 26 年 5 月 2 日（金）」 
③ 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 24 日（木）の場合、 

「平成 26 年 5 月 7 日（水）」 
となりますので、ご注意下さい。 
一般募集の対象となる本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。 
振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振

替口座での振替により行われます。 
(ホ)  引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、か

つ本資産運用会社の株主である株式会社星野リゾート（以下「指定先」ということ
があります。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、810 口を販売する
予定です。 
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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 (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 (2) 内国投資証券の形態等」に同じ。 
 

(3)【売出数】 

1,100 口 
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の主幹事会

社である野村證券株式会社が指定先から 1,100 口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。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。 
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第 4 募集又は売出しに関する特別記載事項 

1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引

受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、

一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる

売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交

付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の

提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［ URL ］

http://www.hoshinoresorts-reit.com/）（新聞等）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出

書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等

の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含

まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

 
(4)【売出価額の総額】 

755,700,000 円 
(注) 売出価額の総額は、平成 26 年 3 月 24 日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を

基準として算出した見込額です。 

 
(5)【売出価格】 

未定 
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券 (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 26 年 4 月 23 日（水）から平成 26 年 4 月 24 日（木）まで 
(注) 申込期間は、前記「1 募集内国投資証券 (8) 申込期間」に記載の一般募集の申込期間と同一とします。 

 
(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】 

野村證券株式会社の本店及び全国各支店 
 

(11)【受渡期日】 

平成 26 年 5 月 2 日（金） 
(注) 受渡期日は、前記「1 募集内国投資証券 (15) その他 ② 申込みの方法等 (ニ)」に記載の一般募集の受渡期日と同一

とします。 

 
(12)【払込取扱場所】 

該当事項はありません。 
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(13)【振替機関に関する事項】 

株式会社証券保管振替機構 
東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 

 
(14)【手取金の使途】 

該当事項はありません。 
 

(15)【その他】 

① 引受け等の概要 

該当事項はありません。 
 

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前記「(9) 申込証拠金」に記載の申込証拠金を添

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)  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口は、前記「(11) 受渡

期日」に記載の受渡期日から売買を行うことができます。 
振替法の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振

替口座での振替により行われます。 
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第 2【投資法人債券（短期投資法人債を除く。）】 
該当事項はありません。 

 
 
第 3【短期投資法人債】 

該当事項はありません。 
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第 4【募集又は売出しに関する特別記載事項】 
1 オーバーアロットメントによる売出し等について 

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證

券株式会社が指定先から 1,100 口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロ

ットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの

売出数は、1,100 口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、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。 
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が指定先から

借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を野村證

券株式会社に取得させるために、本投資法人は平成 26 年 4 月 4 日（金）開催の本投資法人役

員会において、野村證券株式会社を割当先とする本投資口 1,100 口の第三者割当による新投

資口発行（以下「本件第三者割当」といいます。）を、平成 26 年 5 月 27 日（火）を払込期

日として行うことを決議しています。 
また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期

間の終了する日の翌日から平成 26 年 5 月 20 日（火）までの間（以下「シンジケートカバー

取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、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

口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。(注)）を

行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本

投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内におい

て、野村證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ず、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。 
更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って

安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した本投資口の全部又は一

部を借入投資口の返還に充当することがあります。 
オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安定操作取引及びシンジケートカ

バー取引によって取得し借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数について、野村證券

株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本

件第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権によ

り本件第三者割当における 終的な発行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。 
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメン

トによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オー

バーアロットメントによる売出しが行われない場合は、野村證券株式会社による上記指定先

からの本投資口の借入れは行われません。したがって、野村證券株式会社は本件第三者割当

に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資

口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ

れません。 
(注) シンジケートカバー取引期間は、 

① 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 22 日（火）の場合、 

「平成 26 年 4 月 25 日（金）から平成 26 年 5 月 20 日（火）までの間」 

② 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 23 日（水）の場合、 

「平成 26 年 4 月 26 日（土）から平成 26 年 5 月 20 日（火）までの間」 

③ 発行価格等決定日が平成 26 年 4 月 24 日（木）の場合、 

「平成 26 年 4 月 29 日（火）から平成 26 年 5 月 20 日（火）までの間」 

となります。 
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2 ロックアップについて 

① 一般募集に関連して、指定先に、野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日から一般

募集に係る受渡期日の 6 か月後の応当日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面に

よる同意なしには、本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに

伴う本投資口の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を約していただく予定です。 
野村證券株式会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は

全部につき解除できる権限を有する予定です。 
② 一般募集に関連して、本投資法人は、野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日から

一般募集に係る受渡期日の 3 か月後の応当日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書

面による同意なしには、本投資口の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当及び投資

口の分割に伴う新投資口発行等を除きます。）を行わない旨を合意しています。 
野村證券株式会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は

全部につき解除できる権限を有しています。 
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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】 

回次 第1期 

決算年月 平成25年10月 

営業収益 （百万円） 424 

（うち不動産賃貸事業収益） （百万円） 424 

営業費用 （百万円） 200 

（うち不動産賃貸事業費用） （百万円） 138 

営業利益 （百万円） 224 

経常利益 （百万円） 50 

当期純利益 （百万円） 49 

総資産額 （百万円） 17,678 

（対前期比） （％） - 

純資産額 （百万円） 9,966 

（対前期比） （％） - 

有利子負債額 （百万円） 6,671 

出資総額 （百万円） 9,917 

発行済投資口総数 （口） 20,250 

1口当たり純資産額 （円） 492,193 

1口当たり当期純利益 （円） 5,163 

分配総額 （百万円） 49 

1口当たり分配金 （円） 2,439 

（うち1口当たり利益分配金） （円） 2,439 

（うち1口当たり利益超過分配金） （円） - 

総資産経常利益率(注4) （％） 0.3 

（年換算値）(注5) （％） 1.0 

自己資本利益率(注6) （％） 0.5 

（年換算値）(注5) （％） 1.7 

期末自己資本比率(注7) （％） 56.4 

（対前期増減） （％） - 

配当性向 (注8) （％） 100.0 

［その他参考情報］  

当期運用日数 （日） 108 

期末投資物件数 （件） 6 

当期減価償却費 （百万円） 115 

当期資本的支出額 （百万円） 0 

賃貸NOI（Net Operating Income)(注9) （百万円） 401 

FFO（Funds from Operation）(注10) （百万円） 165 

1口当たりFFO(注11) （円） 8,157 

分配総額／FFO比率(注12) （％） 29.9 

期末総資産有利子負債比率（LTV） （％） 37.7 
(注1) 本投資法人の営業期間（以下「事業年度」ということがあります。）は、毎年5月1日から10月末日まで及び11月1日から翌

年4月末日までの各6か月間ですが、第1期営業期間は本投資法人設立の日（平成25年3月6日）から平成25年10月31日までで

す。 

(注2) 営業収益等には消費税等は含まれていません。 

(注3) 以下の文中において記載する数値は、別途記載する場合を除き、単位未満の金額については切り捨てて記載し、比率につい

ては小数第2位を四捨五入した数値を記載しています。したがって、各項目別の金額又は比率の合計が一致しない場合があ

ります。 
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(注4) 総資産経常利益率＝経常利益÷｛（期首総資産額＋期末総資産額）÷2｝×100 

なお、第1期の期首総資産額には、本投資法人の実質的な資産運用期間の開始日（平成25年7月16日）時点の総資産額を使用

しています。 

(注5) 第1期については実質的な運用日数108日（平成25年7月16日から平成25年10月31日まで）に基づいて年換算値を算出してい

ます。 

(注6) 自己資本利益率＝当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷2｝×100 

なお、第1期の期首純資産額には、本投資法人の実質的な資産運用期間の開始日（平成25年7月16日）時点の純資産額を使用

しています。 

(注7) 期末自己資本比率＝期末純資産額÷期末総資産額×100 

(注8) 第1期の配当性向については、期中に公募増資を行ったことにより、期中の投資口数に変動が生じているため、次の算式に

より算出しています（小数第1位未満を切り捨てています。）。 

配当性向＝分配総額（利益超過分配金を含まない）÷当期純利益×100 

(注9) 賃貸NOI＝不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費 

(注10) FFO＝当期純利益＋減価償却費－不動産等売却損益 

(注11) 1口当たりFFO＝FFO÷発行済投資口数 

(注12) 分配総額／FFO比率＝分配総額（利益超過分配金を含む）÷FFO 

 
(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、投信法に基づき、資産を主として特定資産（投信法第 2 条第 1 項に規

定する特定資産をいいます。以下同じです。）に対する投資として運用することを目的

とし（本投資法人の規約（以下「規約」といいます。）第 2 条）、また、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（以下、不動産等及び不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称しま

す。）への継続的な投資を通じて、中長期的な観点から、着実な成長と安定した収益の

確保を目指し、本投資法人の保有する資産（以下「運用資産」といいます。）の運用を

行うことを基本方針としています（規約第 28 条）。 
本投資法人は、不動産関連資産を主たる投資対象とし、主たる用途がホテル（主とし

て洋風の構造及び設備を有する宿泊施設をいいます。以下同じです。）、旅館（主とし

て和風の構造及び設備を有する宿泊施設をいいます。以下同じです。）及び付帯施設

（ホテル又は旅館に付帯するスキー場、ゴルフ場、プール、物販店舗などの大型施設を

いいます。以下同じです。）である不動産関連資産への重点投資を中心にその資産の運

用を行います（規約第 29 条第 1 項）。 
本投資法人は、投信法第 198 条第 1 項及び規約第 42 条第 1 項の規定に基づき、その資

産の運用に係る業務を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用

会社との間で平成 25 年 3 月 7 日に締結された資産運用委託契約（その後の変更を含み、

以下「資産運用委託契約」といいます。）の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法

人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン（以下

「運用ガイドライン」といいます。）(注)を制定しています。 
(注) 運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の 適な実現

を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約

に定める範囲内において、変更されることがあります。 

 

② 投資法人の特色 

本投資法人は、投信法に基づき、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払戻しが認められないクロ

ーズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第

25 号。その後の改正を含みます。）（以下「金融商品取引法」といいます。）上の金融

商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。 
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(3)【投資法人の仕組み】 

① 本投資法人の仕組図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(イ) 資産運用委託契約 
(ロ) 資産保管業務委託契約 
(ハ) 投資口事務代行委託契約 
(ニ) 一般事務委託契約 
(ホ) スポンサーサポート契約 
(ヘ) 新投資口引受契約 
(ト) 資産の一部の譲渡契約及び賃貸借契約 
(チ) バックアップオペレーター契約 

 
 
 
 
 

 

資産保管会社 投資主総会 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

投資主名簿等管理人 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

機関運営事務等受託者 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

引受人 

野村證券株式会社 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
役員会 

 
執行役員：秋本憲二 
監督役員：品川広志 
監督役員：藤川裕紀子 

太陽 ASG 有限責任監査法人

(ニ) 

(ロ) 

(ハ) 

(ヘ)

本投資法人 

会計監査人 

株式会社星野リゾート・ 
アセットマネジメント 

(ホ)

(チ)

本資産運用会社の親会社の子会社

株式会社星野リゾート・八ヶ岳

(ト)

本資産運用会社の親会社の子会社

株式会社星野リゾート・ 
マネジメント 

(ト)

本資産運用会社の親会社 

株式会社 
星野リゾートホールディングス

（100％出資）

本資産運用会社の 
親会社・スポンサー 

株式会社星野リゾート 

本資産運用会社 

(イ)
(ト) 

本資産運用会社の親会社 

やまぼうし投資事業 
有限責任組合 

（93.6％出資）
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② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の社名、運営上の役割及び関係業務内容 

運営上の役割 名称 関係業務の内容 
投資法人 星野リゾート・リート 

投資法人 
規約に基づき、中長期的な観点から、着実

な成長と安定した収益の確保を目指し、不動

産関連資産を主たる投資対象として、運用資

産の運用を行うものとします。 
資産運用会社 
 

株式会社星野リゾート・

アセットマネジメント 
本投資法人との間で平成 25 年 3 月 7 日付で

資産運用委託契約を締結しています。 
投信法上の資産運用会社として、同契約に

基づき、本投資法人の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（投信法第 198 条第 1 項）。 
 本資産運用会社に委託された業務の内容

は、（イ）本投資法人の資産の運用に係る業

務、（ロ）本投資法人の資金調達に係る業

務、（ハ）本投資法人への報告業務及び

（ニ）その他本投資法人が随時委託する上記

（イ）乃至（ハ）に付随し又は関連する業務

です。 
投資主名簿等管理人 
機関運営事務等受託者 
資産保管会社 
 

三菱ＵＦＪ信託銀行 
株式会社 

本投資法人との間で平成 25 年 3 月 7 日付で

資産保管業務委託契約、投資口事務代行委託

契約及び一般事務委託契約をそれぞれ締結し

ています。 
投信法上の一般事務受託者（投信法第 117

条第 2 号乃至第 4 号及び第 6 号）として、投

資口事務代行委託契約に基づき、（イ）投資

主名簿及び投資法人債原簿の作成及び備置き

その他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関

する事務（ただし、投資法人債原簿に関する

事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別

途委託するものに限ります。）、（ロ）投資

証券の発行に関する事務、（ハ）機関の運営

に関する事務、（ニ）投資主に対して分配を

する金銭の支払に関する事務及び（ホ）投資

主の権利行使に関する請求その他の投資主か

らの申出の受付に関する事務（投資口事務代

行委託契約に定める事務に関連するものに限

ります。）を行います。 
また、投信法上の一般事務受託者（投信法

第 117 条第 4 号乃至第 6 号）として、一般事

務委託契約に基づき、（イ）機関の運営に関

する事務、（ロ）計算に関する事務、（ハ）

会計帳簿の作成に関する事務及び（ニ）納税

に関する事務を行います。 
更に、投信法上の資産保管会社（投信法第

208 条第 1 項）として、資産保管業務委託契約

に基づき、（イ）資産保管業務及び（ロ）資

産保管業務に付随する業務を行います。 
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運営上の役割 名称 関係業務の内容 
引受人 野村證券株式会社 

ＳＭＢＣ日興証券 
株式会社 

発行価格等決定日付で本投資法人及び本資

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 117

条第 1 号）として、一般募集に係る本投資口

の買取引受けを行います。 
資産運用会社の親会社・

スポンサー 
運用資産の一部の売主 
運用資産の一部の賃借人

運用資産の一部の賃貸人

株式会社星野リゾート 物件情報提供を含むスポンサーサポートの

提供を行います。詳細については、後記「2 
投資方針 (1) 投資方針 ⑥ 成長戦略（イ）

外部成長」をご参照下さい（スポンサーサポ

ート契約の概要については、後記「7 管理及

び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ③
利害関係者との取引状況等（ホ）スポンサー

サポート契約の概要」をご参照下さい。）。 
本投資法人及び本資産運用会社との間で、

平成 26 年 4 月 4 日付で、バックアップオペレ

ーター契約を締結しています。バックアップ

オペレーター契約の概要については、後記「2 
投資方針  (1) 投資方針  ⑤  インベストメン

ト・ハイライト（ロ）スポンサーのパイプラ

イン及び本資産運用会社の独自ルートの双方

を活用した外部成長 b. 外部オペレーター運営

物件であるロードサイド型ホテルの取得 v. オ
ペレーターに関するリスクの軽減」をご参照

下さい。 
本投資法人との間で締結した不動産売買契

約に基づき、平成 25 年 7 月 16 日、本投資法

人に対して 7,600 百万円（取得価格(注 2)）で

「星のや 軽井沢」を譲渡し、同日より、本投

資法人から同物件を賃借しています。また、

同物件の敷地につき、同日より、本投資法人

に賃貸しています。詳細については、後記「5 
運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件

（ル）個別不動産の概要」をご参照下さい。 
資産運用会社の親会社 株式会社星野リゾート 

ホールディングス 
本資産運用会社の株式を全て所有する株式

会社星野リゾートの株式の全てを所有してい

ます。 
資産運用会社の親会社 やまぼうし投資事業有限

責任組合 
 

本資産運用会社の株式を全て所有する株式

会社星野リゾートの株式の全てを所有する株

式会社星野リゾートホールディングスの株式

の 93.6％を所有しています。 
株式会社星野リゾートの

子会社 
運用資産の一部の売主 
運用資産の一部の賃借人

株式会社星野リゾート・

八ヶ岳 
本投資法人との間で締結した不動産売買契

約に基づき、平成 25 年 7 月 16 日、本投資法

人に対して 4,500 百万円（取得価格）で「リゾ

ナーレ 八ヶ岳」を譲渡し、同日より、本投資

法人から同物件を賃借しています。詳細につ

いては、後記「5 運用状況 (2) 投資資産 ②

投資不動産物件 （ル）個別不動産の概要」

をご参照下さい。 
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運営上の役割 名称 関係業務の内容 
株式会社星野リゾートの

子会社 
運用資産の一部の売主 
運用資産の一部の賃借人

株式会社星野リゾート・

マネジメント(注 3) 
本投資法人との間で締結した不動産売買契

約に基づき、平成 25 年 7 月 16 日、本投資法

人に対して 680 百万円（取得価格）で「界 出
雲」を、670 百万円（取得価格）で「界 伊
東」をそれぞれ譲渡し、同日より、本投資法

人から「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊
東」及び「界 箱根」を賃借しています。詳細

については、後記「5 運用状況 (2) 投資資産

② 投資不動産物件 （ル）個別不動産の概

要」をご参照下さい。 
また、本投資法人との間で締結した不動産

売買契約に基づき、平成 25 年 11 月 29 日、本

投資法人に対して 120,000 円（取得価格）で

「界 箱根」に隣接する土地を譲渡していま

す。 
更に、本投資法人との間で締結した不動産

売買契約に基づき、平成 26 年 5 月 2 日、本投

資法人に対して 1,000 百万円（取得予定価格

(注 2)）で「界 川治」を譲渡する予定です。ま

た、本投資法人が取得予定資産を取得した後

は、本投資法人から「界 阿蘇」及び「界 川
治」を賃借する予定です。詳細については、

後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予

定資産の概要 （ハ）取得予定資産の個別不

動産の概要」をご参照下さい。 
(注 1) 株式会社星野リゾート、株式会社星野リゾートホールディングス、やまぼうし投資事業有限責任組合、株式会社星野

リゾート・八ヶ岳及び株式会社星野リゾート・マネジメントは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平

成 5 年大蔵省令第 22 号。その後の改正を含みます。）第 12 条第 3 項に定める本資産運用会社の特定関係法人に該当

します。また、本資産運用会社の親会社の子会社並びに運用資産の売主及び賃借人は、本投資法人の特定関係法人に

該当する者のみを記載しています。 
(注 2) 取得（予定）価格は、売買契約書又は基本協定書に記載された各不動産の売買代金（取得経費、固定資産税、都市計

画税及び消費税等を含まず、百万円未満を切り捨てています。）を記載しています。以下同じです。 
(注 3) 株式会社星野リゾート・マネジメントは、平成 25 年 11 月 1 日付で株式会社星野リゾート・ワクワク旅館から商号変

更しています。以下同じです。 
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(4)【投資法人の機構】 

① 投資法人の統治に関する事項 

(イ) 機関の内容 
a. 投資主総会 

i.  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。投資主総会における各投資主の議

決権及び決議方法については、後記「第三部 投資法人の詳細情報 第 3 管理及

び運営 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。 
ii. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員がこれを招集し、

執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会に

おいてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれにあたります（規約第

9 条第 2 項）。 
iii. 営業期間の末日（以下「決算期」といいます。）から 3 か月以内の日を投資主

総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投資法人は、直前の決算期の 終

の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、その招集に係る投資主総会

において権利を行使することのできる投資主とします（規約第 15 条第 1 項）。 
iv. 投資主総会の議長は、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2

名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 名がこ

れにあたります。ただし、議長たるべき執行役員に事故がある場合は、役員会に

おいてあらかじめ定めた順序に従い、監督役員の 1 名がこれにあたります（規約

第 10 条）。 
 

b. 執行役員、監督役員及び役員会 
i.  執行役員は、本投資法人の業務を執行し、本投資法人を代表して本投資法人の

業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています（投信法

第 109 条第 1 項及び第 5 項、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含

みます。）（以下「会社法」といいます。）第 349 条第 4 項）。ただし、投資主

総会の招集、一般事務受託者への事務の委託、資産運用委託契約若しくは資産保

管業務委託契約の締結又はこれらの契約内容の変更、本資産運用会社からの資産

運用委託契約の解約への同意その他投信法に定められた重要な職務の執行につい

ては、役員会の承認を受けなければなりません（投信法第 109 条第 2 項）。監督

役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています（投信法第 111 条

第 1 項）。また、役員会は、重要な職務の執行に関する前記の承認権限を有する

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の執行を監督する権限

を有しています（投信法第 114 条第 1 項）。執行役員又は監督役員は、その任務

を怠ったときには、本投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任

を負いますが（投信法第 115 条の 6 第 1 項）、本投資法人は、投信法の規定（投

信法第 115 条の 6 第 7 項）により、規約をもって、当該責任について、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の執行の状況

その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、

役員会の決議によって、免除することができる旨を定めています（規約第 20
条）。 

ii.  執行役員は 1 名以上、監督役員は 2 名以上（ただし、執行役員の数に 1 を加え

た数以上とします。）とします（規約第 17 条）。 
iii.  執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の

決議によって選任します（投信法第 96 条第 1 項、規約第 18 条第 1 項）。 
iv.  執行役員及び監督役員の任期は、選任後 2 年とします。ただし、補欠又は増員

のために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）。 
v.  補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決

議がなされた投資主総会（当該投資主総会において役員が選任されなかった場合
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には、役員が選任された直近の投資主総会）において選任された執行役員又は監

督役員の任期が満了する時までとします。ただし、投資主総会の決議によってそ

の期間を短縮することを妨げないものとします（投信法第 96 条第 2 項、会社法

第 329 条第 2 項、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 163 条第 3 項ただし書、規約第 18 条第 3 項）。 
vi.  役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わる

ことができる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行います（規約第

22 条）。 
vii.  役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該

執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序

に従い、執行役員の 1 名がこれを招集し、その議長となります（投信法第 113 条

第 1 項、規約第 21 条第 2 項）。 
viii. 役員会招集権者以外の執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、役員会

の招集を請求することができます（投信法第 113 条第 2 項、第 3 項）。 
ix.  役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに執行役員及び監督役員の全員

に対して、発するものとします。ただし、執行役員及び監督役員の全員の同意を

得て、招集期間を短縮し又は招集手続を省略することができます（投信法第 115
条第 1 項、会社法第 368 条、規約第 21 条第 3 項）。 

 
c. 会計監査人 

i.  会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によっ

て選任します（投信法第 96 条第 1 項、規約第 25 条）。 
ii.  会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に 初に迎える決算期後に開催される

初の投資主総会の終結の時までとします。なお、会計監査人は、上記の投資主

総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任さ

れたものとみなします（投信法第 103 条、規約第 26 条）。 
iii.  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業務を行います

（投信法第 115 条の 2 第 1 項、第 115 条の 3 第 1 項等）。 
 

d. 資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者 
i.  本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を本資産運用会社へ、

資産の保管に係る業務を資産保管会社へ委託しています。本投資法人は、資産の

運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務で投信法により第三者に委託しな

ければならないとされる事務については一般事務受託者へ委託しています。 
ii.  本投資法人の資産運用を行う本資産運用会社に係る、本書の日付現在における

運用体制については、後記「② 投資法人の運用体制」をご参照下さい。 
 

(ロ) 内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続 
本投資法人は、その役員会規程において、役員会を 3 か月に 1 回以上開催するこ

とと定めています。本投資法人の役員会においては、執行役員及び監督役員が出席

し、本資産運用会社が同席の上、執行役員の職務執行状況並びに本資産運用会社、

一般事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況等について執行役員の報告が行わ

れることとされており、役員会を通じた管理を行う内部管理体制を確立しています。

なお、執行役員の職務執行状況並びに資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管

会社の業務執行状況の報告は 3 か月に 1 回以上行うこととされています。また、本

書の日付現在、本投資法人の監督役員には、弁護士 1 名、公認会計士 1 名の計 2 名

が選任されており、各監督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員

の職務執行につき様々な見地から監督を行っています。 
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(ハ) 内部管理、監督役員による監督及び会計監査との相互連携 

各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から職務執行状況、本資

産運用会社による資産の運用管理状況並びにコンプライアンス及びリスクに関する

事項について報告を受けます。また、会計監査人は、会計監査報告を作成すること

に加え、その職務を行うに際して執行役員の職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発見したときには、遅滞なくこれ

を監督役員に報告する職務を担っています。 
 

(ニ) 投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況 

本投資法人と本資産運用会社又はその取締役、本資産運用会社が資産の運用を行

う他の投資法人、本資産運用会社が運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等

（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 利害関係人

等取引規程 (ロ) 利害関係人等の範囲」において定義します。）との間において

特定資産の売買その他投信法施行令で定める取引が行われたときは、本資産運用会

社は、投信法施行規則の定めに従い、当該取引に係る事項を記載した書面を、本投

資法人、本資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法人、その他投信法施行令で

定める者へ交付するものとされています。 
その他の関係法人については、本資産運用会社を通じて、その業務の状況につい

ての掌握を図っています。 
 

② 投資法人の運用体制 

前記のとおり、本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。 
(イ) 業務運営の組織体制 

本資産運用会社の本投資法人の資産運用に関連する業務運営の組織体制は、以下

のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係

る業務を行います。各種業務は、投資運用部、財務管理部及びコンプライアンス部

の各部署に分掌され、投資運用部及び財務管理部については担当の部長、コンプラ

イアンス部については、コンプライアンス・オフィサーが統括します。 
また、資産の運用に関する審議を行う機関として投資運用委員会を、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。 

株主総会 

コンプライアンス委員会

取締役会 

監査役 

代表取締役社長 

投資運用委員会 

投資運用部 財務管理部 

コンプライアンス部 

コンプライアンス・オフィサー
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(ロ) 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制 
本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。 

 

組織 分掌業務 
取締役会 a. 本資産運用会社の経営に係る事項の審議及び決議 

b.  投資運用委員会決議を経て上程される事項についての審議

及び決議 
c. コンプライアンス委員会決議を経て上程される事項につい

ての審議及び決議 
d. 本投資法人への報告 
e. その他付随する業務 

投資運用部 a. 本投資法人の投資運用方針・投資運用計画の策定 
b. 本投資法人の取得資産の選定及び評価その他の取得に関す

る業務 
c. 本投資法人の保有資産の譲渡に関する業務 
d. 本投資法人の保有資産の賃貸借に関する業務 
e. 本投資法人の保有資産の管理に関する業務 
f. 本投資法人の保有資産のプロパティ・マネジメント会社の

選定、指示及び監督に関する業務 
g. 本投資法人の保有資産の土木建築請負工事の発注に関する

業務 
h. 本投資法人の保有資産に関する債権債務の管理に関する業

務 
i. その他付随する業務 

財務管理部 a.  資産管理計画書・投資運用計画の策定に関する業務 
b.  本投資法人の経理業務に関する業務 
c.  本投資法人の予算の立案及び執行に関する業務 
d.  本投資法人の決算及び税務に関する業務 
e.  本投資法人の投資主等への情報開示に関する業務 
f.  本投資法人の投資主等への対応に関する業務 
g.  本投資法人の投資口の発行、投資法人債の発行及び借入れ

その他の資金調達に関する業務 
h.  本投資法人の余資の運用に関する業務 
i.  本資産運用会社の経理に関する業務 
j.  本投資法人の所轄官庁との各種折衝に関する業務 
k.  本投資法人の投資主総会及び役員会の運営事務その他の本

投資法人の機関運営に関する業務 
l.  本資産運用会社の所轄官庁との各種折衝に関する業務 
m.  本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する業

務 
n.  本資産運用会社の総務、人事等の経営管理に関する業務 
o.  その他付随する業務 
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組織 分掌業務 
コ ン プ ラ イ ア ン

ス・オフィサー／ 
コンプライアンス

部 

a.  本資産運用会社の社内諸規程等の立案及び管理の審査並び

にその遵守状況の確認に関する業務 
b.  本資産運用会社の各種稟議等の事前審査に関する業務 
c.  本資産運用会社のコンプライアンス規程、コンプライアン

ス・マニュアルその他のコンプライアンスに関する社内規

程等の立案及び管理に関する業務 
d.  本資産運用会社のコンプライアンス・プログラムの立案及

び管理その他本資産運用会社のコンプライアンス体制の管

理に関する業務 
e.  内部監査に関する業務 
f.  リスク管理統括業務 
g.  本投資法人の所轄官庁との各種折衝に関する業務 
h.  本投資法人の投資主総会及び役員会の運営事務その他の本

投資法人の機関運営に関する業務 
i.  本資産運用会社の所轄官庁との各種折衝に関する業務 
j.  本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する業

務 
k.  本資産運用会社の社内諸規程等の立案及び管理に関する業

務 
l.  法人関係情報その他の情報管理に関する業務 
m.  本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する業務 
n.  その他付随する業務 

 
(ハ) 委員会の概要 

各委員会の概要は、以下のとおりです。 
a. 投資運用委員会 

委員 代表取締役社長（委員長）、取締役、コンプライアンス・オフィサー、

各部署の部長及び 1 名以上の外部委員(注)（本資産運用会社の利害関係人

等取引規程に定める利害関係人等から不動産鑑定業務の依頼を受け若し

くは過去に受けていた者若しくはその役職員、又は本資産運用会社の利

害関係人等取引規程に定める利害関係人等若しくはその役職員の、いず

れか又は複数に該当する者でない不動産鑑定士であることを要するもの

とします。） 
審議内容 i. 本資産運用会社の運用方針に関する事項の審議及び決議 

ii. 本資産運用会社の運用ガイドラインの策定及び変更の審議及び決議

iii. 本資産運用会社の行う金融商品取引業に係る資産の取得、処分及び

運用管理に関する事項の審議及び決議 
iv. 資産管理計画書及び投資運用計画書の策定及び変更に関する審議及

び決議 
v. 本資産運用会社の投資運用委員会規程の改廃に関する審議及び決議

vi. その他付随する事項の審議及び決議 
審議方法 ・投資運用委員会は、コンプライアンス・オフィサー及び 1 名以上の外

部委員を含む投資運用委員会委員の 3 分の 2 以上の出席があった場合

に開催されます。 
・投資運用委員会の決議は、コンプライアンス・オフィサー及び 1 名以

上の外部委員が出席し、出席したコンプライアンス・オフィサー及び

外部委員全員が賛成し、かつ出席した投資運用委員会委員の過半数に

より決します。ただし、本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定

める利害関係人等との取引に関して投資運用委員会が審議を行う場合

においては、利害関係人等と利害関係を有する委員は当該審議及び決

議に加わることができません。 
(注) 本書の日付現在、不動産鑑定士 1 名が外部委員に選任されています。 
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b. コンプライアンス委員会 
委員 代表取締役社長、取締役、コンプライアンス・オフィサー（委員長）、

各部署の部長及び 1 名以上の外部委員(注)（弁護士又は公認会計士の有資

格者であり、かつ、コンプライアンスに関する知識及び経験があると本

資産運用会社が判断した者とします。） 
審議内容 i. 本資産運用会社のリスク管理に関する事項の審議及び決議 

ii. 本資産運用会社のコンプライアンス規程及びコンプライアンス委員

会規程の改廃に関する事項の審議及び決議 
iii. コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラム

の策定及び改廃に関する事項の審議及び決議 
iv. 本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する事項の審議及び決議

v. コンプライアンス・オフィサーが審議及び決議を求めた事項の審議

及び決議 
vi. コンプライアンス・オフィサーが必要と認めた事項及び本資産運用

会社の業務分掌規程その他の社内規程等により別途定める事項の審

議及び決議 
vii. その他付随する事項の審議及び決議 

審議方法 ・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー及び 1 名

以上の外部委員を含むコンプライアンス委員会委員の 3 分の 2 以上の

出席があった場合に開催されます。 
・コンプライアンス委員会の決議は、コンプライアンス・オフィサー及

び 1 名以上の外部委員が出席し、出席したコンプライアンス・オフィ

サー及び外部委員全員が賛成し、かつ出席したコンプライアンス委員

会委員の 3 分の 2 以上の賛成により決します。ただし、本資産運用会

社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等との取引に関してコ

ンプライアンス委員会が審議を行う場合においては、利害関係人等と

利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができませ

ん。 
(注) 本書の日付現在、公認会計士 1 名が外部委員に選任されています。 

 



 

- 21 - 

③ 投資運用の意思決定機構 

本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用

会社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係取引（利害関係人等取引

規程に定める利害関係人等又は本資産運用会社と本投資法人の取引をいいます。以下同

じです。）についてのルール、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な

考え方について定めます。 
また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等（資産管理計

画書のほか、投資運用計画書を含みます。）を策定し、運用ガイドラインに定める投資

方針、利害関係取引についてのルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定しま

す。 
運用ガイドライン、資産管理計画書及び投資運用計画等の策定及び変更に係る意思決

定フロー並びに資産の取得及び売却に係る意思決定フローは、以下のとおりです。 
なお、資産の賃貸借のうち利害関係取引に該当するもの並びに 1 件 3 千万円を超える

修繕及び資本的支出等についても、以下と同様の意思決定フローとなっています。 
 

＜意思決定フロー＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

投資運用部による起案 
（資産管理計画書及び投資運用計画書の策定及び変更は、

投資運用部及び財務管理部による起案） 

コンプライアンス・オフィサーによる 
法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点

の有無の審査及び承認 

投資運用委員会に上程 

投資運用委員会における審議及び決議 
（コンプライアンス・オフィサーは、審議経過に問題が 
あると判断した場合には、投資運用委員会の審議の中断を 

命じることができる。） 

コンプライアンス委員会による審議及び決議 

取締役会における審議及び決議 

投資法人への報告 

修正及び 
再上程又は 
廃案の指示 

差戻し 

修正及び
再提出の指示

差戻し 
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(イ) 運用ガイドラインの策定に関する事項 
運用ガイドラインは、毎年次ごとに必要に応じて投資運用部が起案し、コンプラ

イアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問

題点の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に上程され、審議及び決議されま

す。投資運用委員会で承認の決議がされた後、コンプライアンス委員会に上程され、

審議及び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役

会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより策定されます。なお、取締

役会又はコンプライアンス委員会において否決された議案は、いずれも投資運用委

員会に差し戻されます。運用ガイドラインが策定された場合、遅滞なく投資法人の

役員会に報告されます。 
 

(ロ) 資産管理計画書の策定に関する事項 
資産管理計画書は、毎年次ごとに必要に応じて投資運用部及び財務管理部が、相

互に協議の上起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反

その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に

上程され、審議及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後、コン

プライアンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会

で承認の決議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされること

により策定されます。なお、取締役会又はコンプライアンス委員会において否決さ

れた議案は、いずれも投資運用委員会に差し戻されます。資産管理計画書が策定さ

れた場合、遅滞なく投資法人の役員会に報告されます。 
 

(ハ) 投資運用計画書の策定に関する事項 
投資運用計画書は、毎年次ごとに必要に応じて投資運用部及び財務管理部が、相

互に協議の上起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反

その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に

上程され、審議及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後、コン

プライアンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会

で承認の決議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされること

により策定されます。なお、取締役会又はコンプライアンス委員会において否決さ

れた議案は、いずれも投資運用委員会に差し戻されます。投資運用計画書が策定さ

れた場合、遅滞なく投資法人の役員会に報告されます。 
 

(ニ) 資産の取得及び譲渡に関する事項 
資産の取得及び譲渡に関しては、取引ごとに投資運用部が運用ガイドラインに定

められたデュー・ディリジェンスを行い、投資適格資産を選定の上投資運用部が起

案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプラ

イアンス上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に上程され、審議

及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後コンプライアンス委員

会に上程され、審議及び決議され、コンプライアンス委員会で承認の決議がされた

後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより決定されます。

なお、取締役会又はコンプライアンス委員会において否決された議案は、いずれも

投資運用委員会に差し戻されます。資産の取得及び譲渡が決定された場合、遅滞な

く投資法人の役員会に報告されます。 
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(5)【投資法人の出資総額】 

本書の日付現在、本投資法人の出資総額は 9,917,520 千円、本投資法人が発行すること

ができる投資口の総口数は 2,000,000 口、発行済投資口総数は 20,250 口です。 
本書の日付現在までの出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。 

年月日  摘要   
出資総額（千円） 

発行済投資口総数

（口） 備考   
増減 残高 増減 残高 

平成25年3月6日 私募設立 150,000 150,000 300 300 (注1) 

平成25年7月11日 公募増資 9,302,400 9,452,400 19,000 19,300 (注2) 

平成25年8月12日 第三者割当増資 465,120 9,917,520 950 20,250 (注3) 

(注1) 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格500,000円にて新投資口を発行しました。 

(注2) 1口当たり発行価格510,000円（発行価額489,600円）にて、特定資産の取得及び借入金の返済を目的として、公募により新

投資口を発行しました。 

(注3) 1口当たり発行価額489,600円にて、特定資産の取得及び借入金の返済を目的として、第三者割当により新投資口を発行しま

した。 

 

(6)【主要な投資主の状況】 

（平成25年10月31日現在）

氏名又は名称 住所 
所有 

投資口数

(口） 

発行済投資

口数の総数

に対する所

有投資口数

の割合（%)
日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目8番11号 2,828 13.96

株式会社星野リゾート 
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2148
番地 

2,025 10.00

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番3号 667 3.29

野村信託銀行株式会社 
（投信口） 

東京都千代田区大手町二丁目2番2号 613 3.02

大和信用金庫 奈良県桜井市大字桜井281番地の11 500 2.46

資産管理サービス信託銀行 
株式会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海ア

イランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーZ棟 
461 2.27

NOMURA PB NOMINIEES  
LIMITED OMNIBUS－MARGIN 
（CASH PB） 

東京都中央区日本橋一丁目9番1号 426 2.10

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10
号 

225 1.11

三菱UFJモルガン・スタンレー 
証券株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 138 0.68

シージーエムエル－ロンドン  
エクイティ 

東京都品川区東品川二丁目3番14号 138 0.68

合計 8,021 39.60
(注) 発行済投資口数の総数に対する所有投資口数の割合は小数第 2 位未満を切り捨てて記載しています。 
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2【投資方針】 

(1)【投資方針】 

① 本投資法人の基本理念 

本投資法人は、株式会社星野リゾート（以下「星野リゾート」といいます。）をスポ

ンサーとして、平成 25 年 3 月 6 日に設立され、平成 25 年 7 月 12 日に東京証券取引所不

動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード：3287）しました。本投資法人は、上場直後

の平成 25 年 7 月 16 日に 6 物件（取得価格の合計 15,000 百万円）を取得し、実質的な資

産運用を開始しました。 
本投資法人は、観光産業の中核となり、安定的な利用が見込まれるホテル、旅館及び

付帯施設に投資を行い、中長期的な観点から運用資産の着実な成長と収益の安定的な確

保を図ることにより、本投資法人の投資主価値の継続的な拡大を目指します。 
観光庁によれば、平成 23 年の国内の旅行消費額(注)は 22.4 兆円となっており、観光産

業の市場としての大きさが容易に窺われます。かかる旅行消費がもたらす経済波及効果

は、生産波及効果で 46.4 兆円、付加価値誘発効果で 23.7 兆円、これによる雇用誘発効果

は 397 万人、また、税収効果は 4.0 兆円と推計されています。本投資法人は、このよう

な経済波及効果及び雇用誘発効果を有する観光産業について、各地の地域経済への貢献

が可能であり、少子高齢化時代における我が国の経済活性化の切り札として重要な産業

分野と位置付けることができると考えています。 
(注) 「旅行消費額」とは、旅行中又は旅行のために消費した支出額の合計（他者が支払ったもの及びお土産代を含みま

す。）の推計額をいいます。 

 
本投資法人は、星野リゾートの全額出資子会社である本資産運用会社に資産運用を委

託し、星野リゾート並びにその親会社及び子会社（以下、総称して「星野リゾートグル

ープ」といいます。）が有する情報、ノウハウ及び経営資源等を、本投資法人の運用資

産の安定的な運営による着実な成長と収益の安定的な確保のために、 大限活用する方

針です。 
本投資法人は、本投資法人の投資主が投資口の保有を通じてニッポンの観光産業の分

野においてその成長の果実を享受できる仕組みを作ることを目指しており、これにより

投資主価値の継続的な拡大を図っていきます。 
 

■国内における旅行消費額（平成 23 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出所) 観光庁「旅行・観光消費動向調査」 
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② 基本方針及びポートフォリオ構築方針の明確化及び見直しについて 
本投資法人は、上場に際し、「中長期にわたり、観光産業の中核となり、安定的な利

用が見込まれるホテル、旅館及び付帯施設に対する投資を行い」、また「星野リゾート

グループが有するホテル・旅館業界におけるトップクラスの運営力を 大限活用する」

という基本方針の下、収益の安定的な確保を目的としたポートフォリオ構築方針を策定

しました。当該構築方針に基づき、星野リゾートグループの基幹ブランドである、「星

のや」、「星野リゾート 界」及び「星野リゾート リゾナーレ」の 3 ブランドについ

て、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローを確保できる施設であると考え、これらの

物件に重点投資を行うとともに、当該 3 ブランド以外の様々なホテル、旅館及び付帯施

設についても投資を検討することとしていました。 
本資産運用会社は、本投資法人の上場以降、上記のようなポートフォリオ構築方針に

基づき外部成長を目指し、上記 3 ブランド以外のホテル、旅館及び付帯施設については、

特に、運営について高い専門性を有するオペレーター（ホテル、旅館及び付帯施設を運

営する主体をいいます。以下同じです。）により生産性を向上させながら運営される施

設を中心として物件情報の取得に努めてきました。その結果、本投資法人の上場による

ホテル・旅館業界及び不動産投資業界における本投資法人の知名度及び信用力の向上並

びに本資産運用会社独自の人的ネットワークや積極的な活動等を要因として、スポンサ

ー以外の本資産運用会社独自のネットワークを通じて取得した物件情報が増加し、当初

の想定以上に多様かつ豊富な物件情報が提供されている状況に至っています。また、

様々なパイプラインから本資産運用会社に対して提供される上記 3 ブランド以外の物件

情報には、オペレーターにより生産性を向上させながら運営される施設のほか、立地の

優位性や建物の希少性等により他の施設と差別化が図れ優位性がある施設に関するもの

も含まれていました。 
かかる状況を背景として、本資産運用会社は、スポンサー以外の本資産運用会社独自

のネットワークを活用して外部成長のスピードを早めることが、本投資法人の資産規模

の拡大及びポートフォリオ分散化の促進に寄与し、収益力及び安定性の向上に資すると

の判断に至りました。かかる観点から、本資産運用会社独自のネットワークを通じて取

得した物件情報を検討した結果、本投資法人は、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」に記載の一般募集（以下「本募

集」といいます。）においては、星野リゾートグループの基幹ブランドである上記 3 ブ

ランドのうち「星のや」及び「星野リゾート 界」に属する施設を取得することに加え、

安定的な集客力を有していると考えられるロードサイド型ホテル（自動車でのアクセス

の利便性を重視した立地で、シンプル・カジュアルをコンセプトとしたホテルをいいま

す。以下同じです。）を取得することとしました（詳細は後記「(2) 投資対象 ③ 取得

予定資産の概要」をご参照下さい。）。本投資法人は、取得予定資産であるロードサイ

ド型ホテルについて、ビジネス用途の宿泊客に加え、レジャーを含む観光におけるシン

プル・カジュアルな宿泊ニーズを有する旅行者に対しても適切な価格帯で適切なサービ

スを提供することが可能な宿泊施設であると判断しています。なお、これに関連して、

本資産運用会社は、本資産運用会社独自のネットワークから取得した多様な物件情報を

踏まえ、今後も安定した収益を生み、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローを確保す

ることが可能な投資対象を選定していくという観点から、運用ガイドラインの明確化及

び見直しを行っています。後記「④ ポートフォリオ構築方針 (イ) 投資対象資産」の

ほか本書の各記載は、かかる運用ガイドラインの明確化及び見直しを反映した内容とな

っています。 
また、スポンサーである星野リゾートから受けているサポートの内容は引き続き維持

されており、本投資法人は、かかるスポンサーサポートを活用して安定した収益を確保

すべく「星のや」、「星野リゾート 界」及び「星野リゾート リゾナーレ」の 3 ブラ

ンドへの投資を行うという方針も継続します。本募集においても、本投資法人は、「星

のや 京都」、「界 阿蘇」及び「界 川治」の 3 物件を取得する予定です。 
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③ 基本方針 

(イ) ホテル、旅館及び付帯施設への投資 
本投資法人は、中長期にわたり、観光産業の中核となり、安定的な利用が見込ま

れるホテル、旅館及び付帯施設に対する投資を行います。その中でも特に長期的か

つ安定的なキャッシュ・フローの確保が可能であると見込まれる施設に重点的に投

資を行います。 
まず、本投資法人は、星野リゾートグループが運営するホテル、旅館及び付帯施

設（以下「星野リゾートグループ運営物件」ということがあります。）のうち、上

記の方針に合致するものに対し、継続的に投資を行います。中でも、星野リゾート

グループの基幹ブランドであり、圧倒的な非日常感と世界スタンダードなサービス

を提供することを目的とする「星のや」、有名温泉観光地に立地する高級温泉旅館

「星野リゾート 界」及び大人も子供もそれぞれ楽しめるリゾートホテル(注)をコン

セプトとする「星野リゾート リゾナーレ」の 3 つのブランドに対する投資を行う

ことにより、収益の安定性を確保することが可能なポートフォリオの構築を目指し

ます。 
また、星野リゾートグループ以外のオペレーターが運営する施設についても、安

定的な利用が見込まれ、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローの確保が可能であ

ると見込まれるホテル、旅館及び付帯施設にも積極的な投資を行い、収益の安定性

を確保しつつ、外部成長を図っていきます。 
具体的な投資対象の選定方針については、後記「④ ポートフォリオ構築方針 

(イ) 投資対象資産」をご参照下さい。 
(注) 本書において、「リゾート」とは大勢の人が休暇・余暇を過ごす場所又は行楽地をいい、「リゾートホテル」

とはリゾートに所在するホテルをいいます。 

 
(ロ) 星野リゾートグループの運営力の活用 

本投資法人は、「リゾート運営の達人になる」というビジョンのもと、事業規模

の拡大を図り、また他社との運営の仕組みの差別化により業界内でのプレゼンスを

高めてきた、星野リゾートグループが有する施設運営に関する高い専門性を 大限

活用することで、運用資産の競争力を維持し、安定的な運用を目指します。 
星野リゾートグループは、本書の日付現在、国内 31 箇所に拠点を有しており、グ

ループ全体が一つのバリューチェーンとして機能しています。すなわち、ホテル、

旅館及び付帯施設に関わる取得、開発、保有・運営、再生、リーシング、プロパテ

ィ・マネジメント、各種コンサルティング等、様々なホテル、旅館及び付帯施設に

関連するソリューションを提供しており、本投資法人はこれらを以下 a.乃至 c.のと

おり 大限に活用していきます。 
星野リゾートグループについては、後記「⑦ 星野リゾートグループの概要」をご

参照下さい。 
a. 情報活用 

本投資法人は、星野リゾートから、星野リゾートグループが有する施設の売買・

運営に関する情報を含む観光産業に関する情報及びその他の情報の提供を受けるこ

ととしています。星野リゾートグループは、取得検討物件の評価、運営計画の立案、

物件のリスク分析等について、豊富な施設運営により独自のノウハウを有している

と、本投資法人は考えています。本投資法人は、このような星野リゾートグループ

からの情報の提供を活用し、外部成長及び内部成長を図ります。 
b. 外部成長 

本投資法人は、星野リゾートとのスポンサーサポート契約に基づき、優先的に提

供される物件情報及び優先的売買交渉権を活用し、保有資産（6 物件）及び取得予

定資産の一部（3 物件）に加えて、今後も星野リゾートグループが運営する収益力

の安定した資産を継続的に取得していく方針です。 
c. 内部成長 

本投資法人は、物件ごとに適切な賃借人又は運営受託者の選定を図る方針です。

本投資法人が適切と考える場合には、施設の「運営分野」を主たる事業領域として

定めてノウハウ蓄積を行ってきた星野リゾートグループを運用資産の賃借人又は運
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営受託者に選定することにより、星野リゾートグループが有するホテル・旅館業界

におけるトップクラスの運営力を 大限活用する方針です。 
 

（ハ）星野リゾートグループ以外のオペレーターが運営する物件に対する投資 
本投資法人は、安定的な利用が見込まれ、長期的かつ安定的なキャッシュ・フロ

ーの確保が可能であると見込まれるホテル、旅館及び付帯施設であれば、星野リゾ

ートグループ以外のオペレーターが運営する物件（以下「外部オペレーター運営物

件」といいます。）についても積極的な投資を行います。 
星野リゾートグループから提供される情報に加え、本資産運用会社がホテル・旅

館業界において独自に有するネットワーク並びに本資産運用会社の役職員が本投資

法人の資産の運用やホテル・旅館業に携わった経験等により培った取得検討物件の

オペレーターの運営力や立地、物件の価値についての知識及び経験（オペレーター

の運営力や立地、物件の価値に対する目利き力）を活用することで、外部オペレー

ター運営物件についても、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローを確保すること

が可能な高い収益力を有するホテル・旅館施設の取得を図る方針です。 
外部オペレーター運営物件の取得後、当該物件の運営について、本投資法人の運

用資産の特性を深く理解し、当該運用資産に適合的なビジネスモデルやノウハウを

有する場合など、当該施設の安定的なキャッシュ・フローを維持することが可能と

判断した場合には、星野リゾートグループ以外のオペレーターによる運営を継続す

るか、又は星野リゾートグループ以外のオペレーターを新たに選定することがあり

ます。かかる場合にも、本資産運用会社の役職員が有する施設運営ノウハウを活用

することで、星野リゾートグループ以外のオペレーターによる安定的かつ効率的な

施設運営を目指すとともに、必要に応じて星野リゾートグループとバックアップオ

ペレーター契約を締結し、当該オペレーターの退去リスク等に備えることで、外部

オペレーターに関するリスクを低減するよう努めます。 
詳細は後記「④ ポートフォリオ構築方針 (イ) 投資対象資産 b. 外部オペレー

ター運営物件」をご参照下さい。 
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④ ポートフォリオ構築方針 

本投資法人は、観光客の旅のニーズに応えるホテル、旅館及び付帯施設を中心とした

安定的な収益基盤を持ったポートフォリオを構築していくことを基本戦略としています。

保有資産 6 物件及び取得予定資産 24 物件については、その運営実績に照らし、安定した

収益性の確保が可能な物件であると、本投資法人は考えています。 
(イ) 投資対象資産 

一般的にコモディティ化（似ている商品やサービスが大量に誕生し、それらが

適な生産性で生産され、効率的に消費者に届けられることで、どの企業も競争優位

を維持できなくなる状態）の傾向が見られるホテル・旅館業界にあって、今後も安

定した収益を生み、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローを確保することが可能

なのは、ビジネスモデルや運営力、立地等の優位性などで差別化された施設である

と、本投資法人は考えています。 
このような観点から、本投資法人は、 

i ソフトの優位性 
競合他社と異なる差別化されたビジネスモデル、ブランド力等を有しており、

運営について高い専門性を有するオペレーターにより運営されているかどうか 
ii ハードの優位性 

立地の優位性や建物の希少性等により施設自体に優位性があるかどうか 
という 2 つの観点から、投資対象資産を選定していきます。 
また、本投資法人は、具体的な投資対象資産の選定にあたり、星野リゾートグル

ープ運営物件及び外部オペレーター運営物件の両方の物件売却情報を積極的に入手

した上で、それぞれについて以下のとおり投資対象資産を選別し、長期的かつ安定

的なキャッシュ・フローの確保のため 適と考えられるポートフォリオを柔軟に構

築する方針です。 
 

a. 星野リゾートグループ運営物件 
本投資法人は、上記の観点から本書の日付現在、星野リゾートグループの運営す

る「星のや」、「星野リゾート 界」及び「星野リゾート リゾナーレ」の 3 つの

ブランドに対する継続的な投資を行うことが望ましいと考えています。 
「星のや」は、和風高級リゾートとして圧倒的な非日常感を提供することを目的

とした、星野リゾートグループの基幹ブランドであり、国内リゾート市場にスモー

ルラグジュアリー(注)の概念を定着させたブランドであると、本投資法人は考えてい

ます。 
「星野リゾート 界」は、有名温泉観光地に立地する高級温泉旅館であり、小さ

くて上質、地域の魅力を感じる特別で快適なステイを提供することを目的としてい

ます。このブランドについては、日本独自のリゾート業態である「温泉旅館」とし

て、「星のや」と同様に訪日外国人観光客の利用の増加も見込まれると、本投資法

人は考えています。また、星野リゾートグループでは、このブランドの下で、経営

難や後継者不足等で事業継続が困難となった既存旅館から経営・運営を承継するこ

とを一つのビジネスモデルにしており、今後、更なるパイプラインの拡大を見込め

るものと考えています。 
「星野リゾート リゾナーレ」は、大人も子供もそれぞれに楽しめるリゾートホ

テルをコンセプトとし、四季折々の豊富なアクティビティやリゾートならではの癒

しを体験できる魅力を提案することを目標としており、ファミリー層から支持を受

けるブランドを目指しています。 
本投資法人は、かかる 3 つのブランドに継続的に投資することで、収益の安定性

を確保することが可能であると考えています。本投資法人は、星野リゾートとのス

ポンサーサポート契約を積極的に活用し、かかる 3 ブランドの施設の情報を入手し

ていく方針であり、その結果、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローの確保が可

能であると判断した場合には、積極的に投資を行います。 
(注) 「スモールラグジュアリー」な施設とは、小規模ながら高級志向に重点をおいた商品構成となっており、高度

なパーソナル・サービスを中心とする、食事、文化、景観、自然、滞在中のアクティビティ、温泉等が魅力を

演出する施設をいいます。 
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ブランド名称 立地 コンセプト・目的 

星のや 

文化的ポテンシャ

ルがある立地 

『もうひとつの日本』 

圧倒的な非日常感・世界スタンダード

なサービス 

星野リゾート 界

 

全国的に知名度が

ある温泉地 

『温泉旅館の和心地』 

小さくて上質、地域の魅力を感じる特

別で快適なステイ 

星野リゾート リゾナーレ

 

集客が十分に見込

めるリゾート又は

今後の成長により

集客が十分に見込

めるリゾートにな

る地域 

『大人のためのファミリーリゾート』

大人も子どももそれぞれに楽しめるリ

ゾートホテル 

 
b.  外部オペレーター運営物件 

本投資法人は、本資産運用会社による十分な情報収集に基づき、前記 i 及び ii の

2 つの観点から適切な物件に投資することで、星野リゾートグループが運営する物

件に投資する場合と同様に、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローを確保するこ

とができると考えています。 
このような観点から、本投資法人は、星野リゾートとのスポンサーサポート契約

及び本資産運用会社独自のネットワークを積極的に活用して、星野リゾートグルー

プ以外のオペレーターが運営するホテル、旅館及び付帯施設の情報を入手し、その

結果、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローの確保が可能であると判断した場合

には、積極的に投資を行います。 
  

(ロ) 投資期間 
本投資法人は、原則として、中長期の保有を目的としてホテル、旅館及び付帯施

設を取得します。 
 

(ハ) 資産規模の拡大及びポートフォリオ分散化の促進 
a.  資産規模の拡大 

本投資法人は、資産規模の拡大を通じて、収益力を向上させることを目指します。

また、本投資法人の運用に関連するコストの一部は、資産規模の拡大に比例するほ

ど増加しないことが想定されるため、運用関連コストの収益に占める比率を低減さ

せることを目指します。 
b.  ポートフォリオ分散化の促進 

本投資法人は、ポートフォリオの分散を促進し、旅のトレンドの変化、災害等に

より、本投資法人のキャッシュ・フローが大きく低下するリスクを軽減することを

目指します。 
星野リゾートグループは、投資対象となるホテル、旅館及び付帯施設を様々な観

点で各ブランドに分類の上、各施設を運営しています。本投資法人は、星野リゾー

トグループが有する一つのブランドに集中的に投資するのではなく、「星のや」、

「星野リゾート 界」及び「星野リゾート リゾナーレ」に継続して分散投資を行

うと同時に、外部オペレーター運営物件にも投資することにより、ポートフォリオ

の分散効果を促進することで、収益の安定化を図ります。 
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取得予定資産取得後のポートフォリオは、「星のや」、「星野リゾート 界」及

び「星野リゾート リゾナーレ」の 3 ブランド並びにロードサイド型ホテルを含む

予定であり、規模や価格設定、ターゲット顧客層が異なるため、ポートフォリオの

分散効果が期待されます。 
また、本投資法人は、「星のや」、「星野リゾート 界」及び「星野リゾート 

リゾナーレ」の 3 ブランド並びにロードサイド型ホテル以外のホテル、旅館及び付

帯施設についても投資を検討していく予定です。 
 

平成 25 年 10 月 31 日現在及び取得予定資産取得後のブランド別分散状況（固定賃

料ベース）は、以下のとおりです。 
 

■ブランド別分散（固定賃料ベース） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、本投資法人は、運用資産のブランド分散のみならず、各施設が所在する地

域についても、分散を図る方針です。平成 25 年 10 月 31 日現在及び取得予定資産取

得後の地域別分散（固定賃料ベース）は、以下のとおりです。 
 

■地域別分散（固定賃料ベース） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 31 - 

⑤ インベストメント・ハイライト 

(イ) 収益力の高い物件取得による資産規模の拡大及びポートフォリオの分散化 

本投資法人は、本募集に伴い、鑑定 NOI 利回り(注)平均が 7.4％であり、高い収益

力が期待できる 24 物件（取得予定価格の合計 183 億円）を新たに取得する予定です。

この取得により、取得予定資産取得後の取得（予定）価格ベースの資産規模は、本

書の日付現在の 150 億円から 333 億円に拡大します。また、取得予定資産の取得の

結果、本投資法人のポートフォリオは、ブランド、立地及びキャッシュ・フロー特

性の面において分散が促進されるため、旅のトレンドの変化、災害等により、本投

資法人のキャッシュ・フローが大きく低下するリスクが従前に比べ軽減されると、

本投資法人は考えています。更に、本投資法人の運用に関連するコストの一部は、

資産規模の拡大に比例するほど増加しないことが想定されることから、資産規模の

拡大により運用効率の向上が期待されます。 
このように、資産規模の拡大により、ポートフォリオの収益力・安定性を強化す

ることで、1 口当たりの分配金の向上を通じた投資主価値の 大化を目指します。 
加えて、本募集により本投資法人の発行済投資口数が増加するため、流動性の向

上が期待されます。 
(注)  「鑑定 NOI 利回り」は、不動産鑑定評価書に記載された運営収益から運営費用を控除した運営純収益（Net 

Operating Income）の合計を取得（予定）価格で除して本資産運用会社が算出した数値を記載しています。

「鑑定 NOI 利回り」は、いずれも本資産運用会社が算出したものであり、不動産鑑定評価書に記載されて

いる数値ではありません。なお、運営純収益（Net Operating Income）は、減価償却費を控除する前の収益

です。運営純収益（Net Operating Income）から敷金等の運用益や資本的支出を控除した NCF（純収益、Net 
Cash Flow）とは異なります。また、直接還元法による運営純収益（Net Operating Income）を用いています。

以下同じです。 

 
平成 25 年 10 月 31 日現在のポートフォリオの状況、取得予定資産の概要及び本募

集後(注 1)のポートフォリオの状況は、以下のとおりです。 
 平成 25 年 

10 月 31 日現在

取得予定 
資産 

 
本募集後 

(注 1) 

物件数 6 物件 24 物件  30 物件 

取得（予定）価格の 
合計 

150 億円 183 億円  333 億円 

不動産鑑定評価額の合計
(注 2) 

175 億円 201 億円 
 

376 億円 

対不動産鑑定評価額(注 3) 85.3％ 91.3％  88.5％ 

鑑定 NOI 利回り 8.4％ 7.4％  7.9％ 

総客室数 364 室 2,079 室  2,443 室 

LTV(注 4) 37.7％ －  28.2％ 

(注 1) 「本募集後」とは、本募集における払込み、本借入れ（後記「(ニ) 安定的かつ強固な財務基盤の構築及び

取得余力の創出」において定義します。以下同じです。）、取得予定資産の取得及び本件第三者割当によ

る払込金額を原資とした借入金の返済を完了した時点をいいます。 
(注 2) 保有資産及び取得予定資産の鑑定評価については、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会

社に委託しており、平成 25 年 10 月 31 日現在の「不動産鑑定評価額の合計」については同時点の保有資産

の平成 25 年 10 月 31 日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額の合計を、取得予定資

産の「不動産鑑定評価額の合計」については平成 26 年 1 月 31 日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記

載された鑑定評価額の合計を、本募集後の「不動産鑑定評価額の合計」については、保有資産の平成 25 年

10 月 31 日を価格時点とする不動産鑑定評価額と取得予定資産の平成 26 年 1 月 31 日を価格時点とする不動

産鑑定評価額の合計を記載しています。 
(注 3) 「対不動産鑑定評価額」は、各物件の取得（予定）価格の合計を不動産鑑定評価額の合計で除した値を記

載しています。 
(注 4) 「LTV」は、本投資法人の総資産額に占める借入金残高の割合を記載しています。 

本募集後の「LTV」は、未監査の数値を用いて以下の計算式により求めた試算値であり、実際の LTV は異

なる可能性があります。以下同じです。 
本募集後の LTV＝（平成 25 年 10 月 31 日現在の借入金残高＋第 2 期（平成 26 年 4 月期）中の借入金残

高増減予定額＋本借入れの合計借入予定金額－本件第三者割当による払込金額を原資

とした借入金の返済予定額）÷（本募集後総資産額＊） 
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＊本募集後総資産額＝平成 25 年 10 月 31 日現在の総資産額＋第 2 期（平成 26 年 4 月期）中の借入金残

高増減予定額＋本募集における発行価額の総額の見込額＋本件第三者割当の発行

価額の総額の見込額＋本借入れの合計借入予定金額＋取得予定資産に係る敷金・

保証金額－本件第三者割当による払込金額を原資とした借入金の返済予定額 
本募集における発行価額の総額の見込額及び本件第三者割当における発行価額の総額の見込額は、それぞ

れ 14,570,996,000 円及び 728,549,800 円を見込んで算出しています。これらの金額は平成 26 年 3 月 24 日現

在の東京証券取引所における終値を基準として、発行価額を本投資口 1 口当たり 662,318 円と仮定して算出

したものです。また、本件第三者割当については、募集投資口数の全部について野村證券株式会社により

申し込まれ、払込みがなされることを前提としています。 
次に、本借入れの合計借入予定金額は、50 億円と見込んでいます。これは、金融機関が発行した融資に関

する検討結果通知書（以下「融資関心表明書」といいます。）記載の借入れの上限額及び融資関心表明書

が参照するタームシートを基に、上記に記載した本募集における発行価額の総額の見込額及び本件第三者

割当における発行価額の総額の見込額に基づいて本資産運用会社が算出した試算値です。実際の借入金額

は、本募集及び本件第三者割当の発行価額の決定後に締結する予定の金銭消費貸借契約により決定し、本

募集における発行価額の総額及び本件第三者割当における発行価額の総額等により変動することが見込ま

れます。 
したがって、本募集における実際の発行価額が上記仮定額よりも低額となった場合又は本件第三者割当の

全部若しくは一部について払込みがなされないこととなった場合には、本募集における調達金額は上記よ

りも減少することとなり、実際の LTV は上記比率よりも高くなります。逆に実際の発行価額が上記仮定額

よりも高額となった場合には、本募集における調達金額は上記金額よりも増加することとなり、実際の

LTV は上記比率よりも低くなります。また、本借入れの実際の借入金額が試算値よりも多くなった場合、

実際の LTV は上記比率よりも高くなります。逆に、本借入れの実際の借入金額が試算値よりも少なくなっ

た場合、実際の LTV は上記比率よりも低くなります。更に、本募集の発行価額の総額と本件第三者割当の

発行価額の総額の合計額が減少した結果として本借入れとは別に借入れを行うこととなった場合等には、

実際の LTV が上記比率よりさらに高くなる可能性があります。 
なお、第 2 期（平成 26 年 4 月期）中の借入金残高増減予定額には、本書の日付までに行われた借入れの約

定弁済及び期限前弁済並びに第 2 期末（平成 26 年 4 月 30 日）までに行われる予定の約定弁済の額

501,251,000 円が含まれています。 
(注 5)  本募集後の各数値は、一定の仮定の下、平成 25 年 10 月 31 日現在の各数値と取得予定資産又は本借入れに

係る指標をそれぞれ単純に合算して算出したものであり、本募集後の実際の数値と一致するとは限りませ

ん。以下同じです。 

 
(ロ) スポンサーのパイプライン及び本資産運用会社の独自ルートの双方を活用した外

部成長 
本投資法人は、スポンサーのパイプライン及び本資産運用会社の独自ルートの双

方を活用し、以下の取得予定資産を取得する予定です。 

施設名 
オペレーター属性 

(注) 
取得手法 売主属性 

星のや 京都 

星野リゾートグループ

優先的売買交渉権の 
活用 

星野リゾートグループ
界 川治 

界 阿蘇 
本資産運用会社からの 
売却提案 

星野リゾートグループ

以外の第三者 
ロードサイド型ホテル 
21 物件 

外部オペレーター 

(注) 本書の日付現在のオペレーターの属性を記載しています。 

 
a.  星野リゾートグループ運営物件の取得 

取得予定資産のうち、「星のや 京都」及び「界 川治」は、星野リゾートとのス

ポンサーサポート契約に基づく優先的売買交渉権を活用し、「界 阿蘇」は、本資産

運用会社による売主に対する売却提案の結果、売買契約を締結しました。その運営

実績に照らし安定した収益性の確保が可能であると期待されるこれらの物件を取得

することで、資産規模拡大及び収益性の向上が見込まれます。中でも、「星のや 京
都」は、世界的な観光都市である京都に立地し、かつ、本書の日付現在星野リゾー

トグループが 3 施設のみ有する基幹ブランドである「星のや」ブランドを冠する、

星野リゾートグループにおいて重要な位置付けにある施設であり、オペレーターで

ある星野リゾートグループによる運営により安定的なキャッシュ・フローの確保が

期待できると、本投資法人は考えています。 
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b.  外部オペレーター運営物件であるロードサイド型ホテルの取得 
取得予定資産のうち 21 物件のロードサイド型ホテルの現在の運営主体であるソラ

ーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（以下「ソラーレ」といいます。）及びそ

の子会社（以下、ソラーレ及びその子会社を総称して「ソラーレグループ」といい、

取得予定資産のうちソラーレグループが運営する 21 物件のロードサイド型ホテルを

総称して「ロードサイド型ホテル 21 物件」といいます。）は、ロードサイド型ホテ

ルの運営について高い専門性を有するオペレーターであり、ソラーレグループが運

営するロードサイド型ホテルを取得することで、資産規模の拡大及び長期的かつ安

定的なキャッシュ･フローの確保が可能であると、本投資法人は考えています。 
ソラーレグループが運営するロードサイド型ホテルの概要等は、以下のとおりで

す。 
i. ソラーレグループが運営するロードサイド型ホテルの概要 

ソラーレグループが運営するロードサイド型ホテルは、「シンプル･カジュアル

利用のホテル」というコンセプトの下、ドライブ目的での旅行、自動車でアクセ

スしやすい地域への旅行や出張等の多様な旅のニーズに対応する施設として運営

されており、全国の高速道路インターチェンジ、主要道路等の近くに立地してい

ます。ビジネス用途の宿泊客やレジャー目的の宿泊客等の幅広い顧客層をターゲ

ットとし、多様な旅のニーズを満たす仕様を備えています。 
 

ii. ロードサイド型ホテル 21 物件の優位性 
取得予定資産に含まれるロードサイド型ホテル 21 物件の過去 4 年分（平成 22

年から平成 25 年まで）の運営実績は、以下のとおりであり、直近 4 年間において

は一貫して売上高、RevPAR 及び客室稼働率が増加しています。 
 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

売上高（単位：百万円）
(注 1) 

2,472 2,626 2,957 3,132

ADR（単位：円）(注 2) 5,114 4,964 5,076 5,204
RevPAR（単位：円） 

(注 3) 
3,177 3,389 3,799 4,050

客室稼働率(注 4) 62.1% 68.3% 74.9% 77.8%
(注 1) 「売上高」は、ソラーレグループがロードサイド型ホテル 21 物件において旅行宿泊施設運営事業及びそ

の付帯事業により得た収入のことをいい、単位未満を四捨五入して記載しています。 
(注 2) 「ADR」は、平均客室販売単価（Average Daily Rate）をいい、一定期間の宿泊売上高合計（料飲売上、そ

の他売上及びサービス料等を除きます。）を同期間の販売客室数（稼働した延べ客室数）合計で除した値

をいい、単位未満を四捨五入して記載しています。 
(注 3) 「RevPAR」は、1 日当たり販売可能客室数当たり宿泊売上高合計（Revenue Per Available Room）をいい、

一定期間の宿泊売上高合計（料飲売上、その他売上及びサービス料等を除きます。）を同期間の販売可能

客室数合計で除した値をいい、単位未満を四捨五入して記載しています。なお、RevPAR は、ADR と客室

稼働率の積にて計算される数値と同値となります。 
(注 4) 本項目における「客室稼働率」は、以下の計算式により求められる数値をいいます。 

客室稼働率＝販売客室数÷販売可能客室数 
(注 5)  上記の過去の売上高、ADR、RevPAR 及び客室稼働率は、ソラーレグループから取得した情報（会計監

査等の手続は経ていません。）を記載したものであり、あくまでも参考情報に過ぎず、当該情報は不完

全又は不正確であるおそれもあります。また、本投資法人が採用する会計処理等と同一の方法で算出さ

れたものとは限らず、取得予定資産について、前提となる状況が本投資法人取得後と同一とも限りませ

ん。したがって、これらの情報は、当該資産における今後の売上高その他の運営実績と必ずしも一致す

るものではなく、場合によっては大幅に乖離する可能性もあります。 

 
これは、日本国内のホテル・旅館業界において、ロードサイド型ホテルが比較

的希少な運営形態であり、競合他社と異なるビジネスモデルとして差別化がなさ

れていることに加えて、ロードサイド型ホテルの運営について、高い専門性を有

するソラーレグループがオペレーターとして運営を行っていることによるものと

本投資法人は分析しており、これらの物件を取得することにより、長期的かつ安

定的なキャッシュ・フローを確保できると、本投資法人は考えています。 
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iii. ソラーレグループによるロードサイド型ホテルの運営の特徴 
本投資法人は、ソラーレグループが、ロードサイド型ホテル 21 物件の特性を深

く理解し、当該運用資産に適合的なビジネスモデルやノウハウを有していると判

断しており、ロードサイド型ホテル 21 物件を取得した後も、引き続きオペレータ

ーとしてソラーレグループを選定する予定です。ソラーレグループによるロード

サイド型ホテルの運営の特徴は、以下のとおりです。 
(i) セントラルオペレーションによる業務効率化 

ソラーレグループでは、統括本部による集中オペレーション及び財務管理によ

り、全国各地に所在するホテルのオペレーションを統一化しています。また、統

括本部の需要予測により人材、資材等を効率的に配置することで、ホテルスタッ

フが担当業務に集中できる環境を作り、各業務レベルの向上を図り、顧客満足度

アップを実現するための仕組みを導入しています。 
更に、集中購買システム導入により各ホテルのコストコントロールを実施して

います。 
ソラーレグループにおいては、これらの運営の仕組みを導入することで、高い

生産性かつ効率的な施設運営を図ると同時に、顧客満足度の向上を図っています。 
 

(ii) 顧客満足度向上に向けた取組み 
ソラーレグループでは、ホテルスタッフ及び統括本部で旅行系口コミサイト及

び予約サイト上の口コミ並びに客室内の利用者アンケートを定期的にトラッキン

グすることで、利用者のニーズ、指摘を適宜オペレーションに反映し、サービス

及び顧客満足度の向上を図っています。 

 
(iii) ロイヤリティプログラム会員のリピート顧客化 

ソラーレグループでは、約 63 万人（平成 25 年 12 月末日現在）を有するロイ

ヤリティプログラム「スマイレージ」会員のリピート化を図っており、平成 25
年 10 月から同年 12 月までの 3 か月間における売上げ全体に占める会員の売上げ

の比率は約 30％を達成しました。また、会員の利用状況を統括本部で管理する

ことにより、会員特典の一つであるポイントの付与率アップ、ポイントの還元率

アップ等のキャンペーンを適時に実施し、利用増加へつなげる取組みを実施して

います。 
 

(iv) チェーンホテルズセールスによる集客 
ソラーレグループでは、法人契約、スポーツ等の団体予約、旅行会社からのツ

アー利用予約等、チェーンホテルズセールス（チェーンホテルとしての強みを生

かした営業活動）により、集客セグメントの多様化を図り、日本全国及び海外か

らの集客を図っています。また、統括本部とチェーンホテルズセールス本部との

連携により、需要予測によるオフシーズン時の適切なセグメントへの誘客アプロ

ーチを実施し、客室稼働率の向上を目指しています。 
 

iv.  ソラーレグループの概要 
ソラーレグループは、平成元年に設立したソラーレを中心に、平成 26 年 2 月

1 日現在、62 箇所の施設（運営客室数 9,923 室）を運営し、1,637 名（パートタ

イマー等を含みます。）の従業員数を有します。ソラーレ単体の平成 24 年度の

売上げは 5,773 百万円です。 
ソラーレグループは、ロードサイド型ホテルの他にも、ロワジールホテル、チ

サングランド、チサンリゾート等のブランド名でホテル経営を行うなど、ターゲ

ット顧客層ごとに多様な価格帯のホテル経営を行っています。ソラーレグループ

は、ターゲット顧客層が求めるサービスを分析した上で適正な価格帯で提供する

ことを通じて、安定した客室稼働率を実現していると、本投資法人は考えていま

す。 
(注) 上記の売上高その他の情報は、ソラーレグループから取得した情報をそのまま記載したものであり、あ

くまでも参考情報に過ぎず、当該情報は不完全又は不正確であるおそれもあります。 
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v. オペレーターに関するリスクの軽減 

本投資法人は、取得予定資産取得後、ロードサイド型ホテル 21 物件の全てを

ソラーレの子会社である株式会社 SHR ロードサイドイン（以下「ソラーレの運

営子会社」といいます。）に賃貸することを、ソラーレの運営子会社との間で合

意しています。ソラーレの運営子会社は、本投資法人からロードサイド型ホテル

21 物件を賃借し運営することを主な目的として設立された会社であり、本書の

日付現在、その他の事業を行っていません。このことから、ソラーレグループの

ロードサイド型ホテル 21 物件の運営事業以外の事業の収益性の悪化によりロー

ドサイド型ホテルのオペレーターが倒産する等のリスクは、比較的低いものと、

本投資法人は考えています。これに加え、ソラーレの運営子会社の退去等によっ

て生じるリスクを低減するため、本投資法人及び本資産運用会社は、星野リゾー

トとの間で、ロードサイド型ホテル 21 物件について、バックアップオペレータ

ー契約を締結しています。同契約によれば、以下の株式譲渡予約契約に基づく権

利を星野リゾートが行使する場合には、本投資法人及び本資産運用会社の事前の

同意が必要であり、また、本投資法人及び本資産運用会社が請求した場合には、

星野リゾートは、以下の株式譲渡予約契約に基づく権利を行使するものとされて

います。 
その上で、星野リゾートは、ソラーレと株式譲渡予約契約を締結しており、同

契約に基づき、星野リゾートは、ソラーレの運営子会社の全株式をソラーレから

譲り受ける権利及び一定の場合には義務を有しています(注)。本投資法人は、星

野リゾートがかかる権利を適切に行使することで、円滑にオペレーターの交代が

可能となるものと考えています。 
(注) 星野リゾートとソラーレは、株式譲渡予約契約において、株式等の譲受けや譲渡しに関する相互の権利や

義務その他の条件等を合意していますが、その詳細については、開示についてソラーレの承諾が得られて

いないため、記載していません。 

 
(ハ) 高い固定賃料比率の設定に加え、変動賃料導入により収益のアップサイドを確保 

本投資法人は、取得予定資産に関する賃貸借契約において、オペレーターによる

運営実績が良好な時期のアップサイドを享受すべく、固定賃料に加えて、各施設の

売上高に応じた変動賃料を導入する予定です。 
一方で、本資産運用会社の試算では、取得予定資産からの賃料収入の大部分が固

定賃料になるものと予想しており、日々発生する空室リスクをオペレーターにも負

わせ、取得予定資産をオペレーターが適切に運営する仕組みを構築することで収益

の安定化を図っています。 
また、賃貸借契約の安定性を担保する仕組みとして、上記のとおり、本投資法人

及び本資産運用会社と星野リゾートの間で、ロードサイド型ホテル 21 物件について、

バックアップオペレーター契約を締結しています。 
詳細は、「(2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要 (ハ) 取得予定資産の個別不動

産の概要」をご覧下さい。 
 

＜変動賃料の仕組み＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 基準売上に各比率を乗じた金額から固定賃料額を減じた額が正の数とならない場合には、変動賃料が生じませ

ん。また、保有資産及び取得予定資産の本書の日付時点における賃貸借契約に基づき記載しており、取得予定

資産を除く今後取得する物件における賃料は取得時に決定します。 
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(ニ) 安定的かつ強固な財務基盤の構築及び取得余力の創出 
本投資法人は、本募集を通じた自己資本の拡充が本投資法人の財務基盤強化に寄

与するものと考えています。 
本投資法人は、本募集と並行して新規借入れ（以下「本借入れ」といいます。）

を行う予定です(注)。 
(注) 本借入れに関しては、金融機関が融資関心表明書を発行していますが、金銭消費貸借契約は締結していませ

ん。 本借入れは、別途定められる貸出前提条件を全て充足することに加え、下記「借入先」欄記載の各金融機

関による貸出審査手続における決裁の完了等を条件とします。実際に借入れが行われることが保証されている

ものではありません。 

 
本書の日付現在の本投資法人の借入れ（以下「既存借入れ」といいます。）及び

本借入れの概要は、以下のとおりです。 
 既存借入れ 本借入れ(注 5) 

借入先 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、 
株式会社日本政策投資銀行、 
株式会社三井住友銀行 以上 3 行

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、 
株式会社日本政策投資銀行、 
株式会社三井住友銀行、 
株式会社足利銀行、 
株式会社静岡銀行 以上 5 行 

長期負債比率(注 1) 95.3％ 68.0％
固定負債比率(注 2) 95.3％ 68.0％
平均借入期間(注 3) 4.6 年 3.8 年

平均金利(注 4) 1.84％ 1.36％
(注 1) 「長期負債比率」とは、当該借入れに占める借入期間 1 年超の借入れの比率を記載しています。 
(注 2) 「固定負債比率」とは、当該借入れに占める固定金利での借入れの比率を記載しています。 
(注 3) 「平均借入期間」とは、借入実行日から 終返済期日までの期間につき、各借入（予定）金額に基づいて

加重平均して算出しています。 
(注 4) 「平均金利」とは、各借入れにおける利率を各借入（予定）金額で加重平均したものです。融資手数料は

含めていません。既存借入れの平均金利の算出においては、変動金利の借入れの利率は、各借入れの平成

26 年 3 月 24 日時点の利率を用いています。 
本借入れの平均金利の算出においては、変動金利の借入れの利率は、平成 26 年 3 月 24 日時点の全銀協 1
か月日本円 TIBOR 及び本借入れの融資関心表明書が参照するタームシートに記載されたスプレッド等に基

づき計算した試算値を用いており、固定金利の借入れの利率は、平成 26 年 3 月 24 日時点の借入期間に対

応したスワップレート（オファード・レート）に同期間に対応した T/L スプレッド（オファード・レー

ト）に 365 を乗じて 360 で除した数値を加算した利率及び本借入れの融資関心表明書が参照するタームシ

ートに記載されたスプレッド等に基づき計算した試算値を用いています。本借入れの利率の試算値は、現

時点における想定であり、実際の適用金利は異なる可能性があります。 
(注 5) 本借入れの借入先、長期負債比率、固定負債比率、平均借入期間及び平均金利については、金融機関が発

行した融資関心表明書及び融資関心表明書が参照するタームシートの記載に基づいて記載しています。実

際に借入れが行われることが保証されているものではありません。融資関心表明書を発行した金融機関の

全部又は一部から借入れが行われない場合があり、また、融資関心表明書を発行した金融機関の全部から

借入れが行われる場合であっても、実際の借入金額は算出に用いた借入予定金額と異なる可能性がありま

す。実際の借入金額は、本募集及び本件第三者割当の発行価額の決定後に締結する予定の金銭消費貸借契

約により決定します。本借入れの長期負債比率、固定負債比率、平均借入期間及び平均金利の算出に用い

た借入予定金額は、50 億円です。これは、融資関心表明書記載の借入れの上限額及び融資関心表明書が参

照するタームシートを基に、平成 26 年 3 月 24 日時点の東京証券取引所における普通取引の終値を基準と

して算出した発行価額の見込額を踏まえて本資産運用会社が算出した試算値です。 
更に、借入れが行われる場合であっても、実際の利率、返済期限、返済方法等は、融資関心表明書が参照

するタームシートに記載されたものと異なる可能性があります。 
これらの結果、本借入れの借入先、長期負債比率、固定負債比率、平均借入期間及び平均金利は、実際の

数値とは異なる可能性があります。 
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本借入れの内容は、以下のとおりです。 

借入先 
借入予定額 

(注 2) 
利率 
(注 3) 

終返済期日 
(注 3) 

返済方法 
(注 3) 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
10 億円 

基準金利（全銀協

1 か 月 日 本 円

TIBOR）＋0.75％

平成 27 年 
5 月 1 日(注 4) 

期限一括返済 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策

投資銀行 
株式会社三井住友

銀行 

6 億円 
基準金利（全銀協

1 か 月 日 本 円

TIBOR）＋0.75％

平成 27 年 
5 月 1 日(注 4) 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
株式会社足利銀行 
株式会社静岡銀行 

10 億円 
基準金利に 0.7%
を加えた利率 
(注 5) 

平成 29 年 
5 月 2 日(注 4) 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策

投資銀行 
株式会社三井住友

銀行 

11 億円 
基準金利に 1.0%
を加えた利率 
(注 5) 

平成 31 年 
5 月 2 日(注 4) 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策

投資銀行 
株式会社三井住友

銀行 

13 億円 
基準金利に 1.3%
を加えた利率 
(注 5) 

平成 33 年 
4 月 30 日(注 4) 

各利払日（平成 26
年 10 月 31 日を初回

とし、以降 4 月及び

10 月の末日(注 4)）
にローン金額に 35
分の 1 の年率を乗じ

た額に相当する金額

を分割返済（アモチ

ゼーション）し、残

額を 終返済期日に

一括返済します。 
(注 1) 本借入れに関し金融機関が発行した融資関心表明書の記載に基づいて記載しています。実際に借入れが行わ

れることが保証されているものではありません。 
(注 2) 借入予定額は、融資関心表明書記載の借入れの上限額及び融資関心表明書が参照するタームシートを基に、

平成 26 年 3 月 24 日時点の東京証券取引所における普通取引の終値を基準として算出した本募集における発

行価額の総額の見込額及び本件第三者割当における発行価額の総額の見込額に基づいて本資産運用会社が算

出した試算値です。実際の借入金額は、本募集及び本件第三者割当の発行価額の決定後に締結する予定の金

銭消費貸借契約により決定し、本募集における発行価額の総額及び本件第三者割当における発行価額の総額

等により変動することが見込まれます。 
(注 3) 借入先、利率、 終返済期日及び返済方法は、融資関心表明書の内容を記載しています。実際の借入先、利

率、 終返済期日及び返済方法は上記と異なる可能性があります。 
(注 4) 当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。な

お、借入実行日は平成 26 年 5 月 2 日を予定しています。 
(注 5) 「基準金利」とは、借入実行日から 終返済期日までの期間に対応したスワップレート（オファード・レー

ト）に同期間に対応した T/L スプレッド（オファード・レート）に 365 を乗じて 360 で除した数値を加算し

た利率です。 

 
本投資法人の LTV は、第 1 期末（平成 25 年 10 月 31 日）時点で 37.7％でしたが、

本募集及び本借入れを経て、本募集の発行価額等にもよるものの、本募集後の LTV
は 28.2％程度まで引き下げられるものと本資産運用会社は試算しており、これによ

り取得余力が創出できるため機動的な物件取得につながるものと、本投資法人は考

えています。 
また、本借入れにつきましても、アモチゼーション（借入れの分割返済）を行い、

リファイナンスリスクの低減及び支払利息の負担軽減による運用収益の増加を目指

します。 
本投資法人は、返済期限の分散化にも配慮した借入れを行っています。本借入れ

実行後の返済期限の分散状況は、以下のとおりとなる予定です。 
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(億円) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 本借入れについては、金融機関が発行した融資関心表明書及び融資関心表明書が参照するタームシートの記載

に基づいて記載しています。実際に借入れが行われることが保証されているものではありません。融資関心表

明書を発行した金融機関の全部又は一部から借入れが行われない場合があり、また、融資関心表明書を発行し

た金融機関の全部から借入れが行われる場合であっても、実際の借入金額は算出に用いた借入予定金額と異な

る可能性があります。実際の借入金額は、本募集及び本件第三者割当の発行価額の決定後に締結する予定の金

銭消費貸借契約により決定します。本借入れの借入予定金額は、50 億円であり、これは融資関心表明書記載の

借入れの上限額及び融資関心表明書が参照するタームシートを基に、平成 26 年 3 月 24 日時点の東京証券取引

所における普通取引の終値を基準として算出した本募集における発行価額の総額の見込額及び本件第三者割当

における発行価額の総額の見込額に基づいて本資産運用会社が算出した試算値です。 
更に、実際の返済期限は、融資関心表明書が参照するタームシートに記載されたものと異なる可能性がありま

す。 
 

⑥ 成長戦略 

本投資法人は、本資産運用会社にその資産の運用を委託し、利益相反取引への対策に

留意しつつ、星野リゾートグループが有するホテル、旅館及び付帯施設の開発、運営、

リーシング、プロパティ・マネジメント等に関する情報、ノウハウ及び経営資源等を、

本投資法人が有する運用資産の安定的な運営及び着実な外部成長に 大限活用していく

方針です。星野リゾートグループは、本投資法人のスポンサーである星野リゾートを中

心としたリゾート施設の運営会社グループであり、リゾート施設の運営の他、リゾート

施設の新規開発及び再生事業等、デベロッパーとしての機能等を有しています。 
また、本投資法人の上場及び本資産運用会社独自の人的ネットワーク及び積極的なソ

ーシング活動により増加した物件売却情報に基づいて取得する外部オペレーター運営物

件についても、上記の星野リゾートグループが有するノウハウ等を 大限活用すること

で、当該外部オペレーター運営物件に対する適正な評価、当該物件の取得後における安

定的かつ効率的な運営を目指します。 
 

(イ) 外部成長 
本投資法人は、安定的な成長及び外部成長のスピードを重視し、以下の施策によ

り運用資産を取得する方針です。 
本投資法人は、安定成長を実現する目的で、星野リゾートグループから継続的に

運用資産を取得する方針であり、星野リゾート及び本資産運用会社との間で締結し

たスポンサーサポート契約を活用し、星野リゾートグループが所有、開発、運営す

る物件を継続的に取得していく予定です。 
星野リゾートグループにおいても、今後、市場成長性と星野リゾートグループ独

自の運営の仕組みが有する強みを生かし、「星のや」、「星野リゾート 界」、

「星野リゾート リゾナーレ」という 3 ブランドを中心に運営施設数を増やし、さ

らなるスケールメリットを追求していくことを、成長戦略として掲げています。 
更に、本投資法人は、外部成長のスピードを早めるためにも、星野リゾートグル

ープが所有、開発、運営する物件の取得に限定せず、安定的な利用が見込まれ、長

期的かつ安定的なキャッシュ・フローの確保が可能であると見込まれる外部オペレ

ーター運営物件も取得する方針です。 
外部成長実現に向けた施策は、以下のとおりです。 
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a.  スポンサーサポート契約の活用 

本投資法人は、星野リゾートグループが保有する物件の情報、人的・物的資源及

び観光産業やリゾート分野における知識・経験・ノウハウ等の提供等、包括的なス

ポンサーサポートを利用します。 
星野リゾートグループが所有するホテル、旅館及び付帯施設が、本投資法人の将

来の外部成長に資する重要なパイプラインとして期待されるとの基本認識のもと、

星野リゾートグループが所有するホテル、旅館及び付帯施設を本投資法人が安定的

かつ継続的に取得すること並びに星野リゾートグループが保有する人的・物的資源、

観光産業やリゾート分野における知識・経験・ノウハウ及び国内外のネットワーク

を利用して、本投資法人の資産取得業務等を効率的に行うことを目的として、本投

資法人及び本資産運用会社は星野リゾートとの間で、平成 25 年 5 月 27 日付で以下

の内容のスポンサーサポート契約を締結しています。本投資法人及び本資産運用会

社は、星野リゾートグループが国内において保有する物件の売却に関する情報及び

星野リゾートの取引先等が所有、開発又は運営する適格不動産（後記「7 管理及び

運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ③ 利害関係者との取引状況等（ホ）スポ

ンサーサポート契約の概要」において定義します。）の売却に関する情報を、スポ

ンサーサポート契約に基づいて優先的に入手し、本投資法人の外部成長を図ってい

きます。 
本投資法人は、他にも(i)優先的売買交渉権の付与、(ii)資産取得業務等の支援、

(iii)ウェアハウジング機能の提供、(iv)投資主優待制度の提供等のサポートを受けて

います。なお、詳細については後記「7 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取

引制限 ③ 利害関係者との取引状況等（ホ）スポンサーサポート契約の概要」をご

参照下さい。 
取得予定資産のうち、「星のや 京都」及び「界 川治」は星野リゾートグループ

が所有しており、本投資法人は、スポンサーサポート契約に基づく優先的売買交渉

権を活用して所有者と交渉を行い、売買契約を締結しました。 
 

b. 星野リゾートグループの旅館等の再生ノウハウの活用 
スポンサーサポート契約に基づき、本投資法人及び本資産運用会社は、星野リゾ

ートグループから物件情報の提供を受けるとともに、星野リゾートグループの旅館

等の再生ノウハウにより魅力を取り戻した物件の情報についても提供を受けます。

また、本投資法人が取得を希望するホテル、旅館及び付帯施設について、ウェアハ

ウジング機能を活用すべく星野リゾートグループに一時的に保有することを依頼し

た場合にも、かかる一時的な保有の間に星野リゾートグループが再生ノウハウを用

いて当該施設の魅力をより高めることが期待できます。なお、旅館等の再生案件施

設の取得においては、星野リゾートグループが先行して物件取得を行い、当該物件

のキャッシュ・フローが改善・安定し、中長期的な視点で安定的に収益が確保され

る状態になった段階で、本投資法人が当該物件を取得することにより、投資リスク

を低減することができるものと考えており、これらの取組みは本投資法人の外部成

長と収益の安定性に資するものと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、本投資法人は、星野リゾートグループにより再生が行われた旅館について、

引き続き外部成長のためのパイプラインとなることを期待しています。星野リゾー

トグループによる旅館再生の一例として、「界 箱根」では、バリューアップを行い、

「界」ブランド物件として再生を行った結果、平成 25 年における RevPAR の平均

旅館等の再生案件 
買収

再生星野リゾート 
グループ 

（星野リゾートグループが一時的に施設を保有し、収益を安定化）

適切なタイミングで 
本投資法人が施設を取得
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は 26,882 円、年間売上高は 607 百万円を計上しています。「界 箱根」の再生後の

運営実績につきましては、後記「5 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件 

(リ) 個別物件の運営実績」をご参照下さい。 
 

 
c. 本資産運用会社独自の外部オペレーター運営物件情報の活用 

本資産運用会社は、星野リゾートグループに限らず、全国のホテル、旅館及び付

帯施設の所有者及びオペレーター等との間でネットワークを構築し、物件取得に関

する情報を収集しています。本投資法人は、スポンサーサポート契約に基づき提供

される星野リゾートグループからの情報に加え、本資産運用会社独自の情報収集力

を活かし、競争力の高い物件の取得に努めます。 
 

i 星野リゾートグループ以外のオペレーターが運営する物件の取得 
本投資法人は、情報を入手した物件のオペレーターが、競合他社と異なる差別

化されたビジネスモデル、ブランド力や高い専門性等を活かして、物件を効率的

に運営しており、当該オペレーターに運営を行わせることによって本投資法人が

将来にわたり長期的かつ安定的なキャッシュ・フローを確保できると判断した場

合には、オペレーターを変更することなく当該物件を取得します。また、立地の

優位性や建物の希少性等により、他の施設との差別化を図ることができており、

施設自体に優位性がある物件について、本投資法人が将来にわたり長期的かつ安

定的なキャッシュ・フローを確保できると判断した場合には、当該物件の取得を

検討します。その場合、星野リゾートグループ以外の既存のオペレーターによる

運営を継続、又は新たな星野リゾートグループ以外のオペレーターを選定するこ

とがあります。更に、本投資法人は、これらの物件の運用に関しても星野リゾー

トグループの経営ノウハウを活用するほか、必要に応じて、星野リゾートグルー

プをバックアップオペレーターに選定する方針です。 
 

ii  星野リゾートグループのスポンサー力を活用した、外部オペレーター運営物件

の取得 
本資産運用会社独自の情報収集力により物件情報を入手した場合、本投資法人

は、現所有者及び現オペレーターに対して星野リゾートグループのノウハウを活

用した多様な取得方法及び運営方法を提案することで、投資機会を逃さずに外部

オペレーター運営物件の取得が可能となり、その結果、外部成長のスピードを早

めることができるものと考えています。 
第一に、前記「a. スポンサーサポート契約の活用」に記載のとおり、本投資法

人は、星野リゾートからウェアハウジング機能の提供を受けることで、資金調達

の時期や投資基準との整合性等の理由で本投資法人が直ちに取得できない物件に

ついて、本投資法人の取得機会を優先的に確保することにより、機動的な取得機

会の確保を図ることができます。 
第二に、前記「b. 星野リゾートグループの旅館等の再生ノウハウの活用」に記

載のとおり、ウェアハウジング機能を活用すべく星野リゾートグループにホテル、

旅館及び付帯施設を一時的に保有することを依頼した場合、かかる一時的な保有

の間に星野リゾートグループの再生ノウハウを用いて当該施設の魅力をより高め

ることを期待することができます。また、本投資法人が競争力の向上に資すると

考える場合には、星野リゾートグループ以外がオペレーターとなっているホテル、

旅館及び付帯施設を本投資法人が取得した上で、オペレーターを星野リゾートグ

ループに変更することがあります。 
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(ロ) 内部成長 
本投資法人は、オペレーター及び本資産運用会社による施策を通じて、変動賃料

のベースとなる売上げ拡大及び安定的かつ効率的な運営を通じた施設の競争力の維
持・向上を通じて、安定的分配及び分配金の成長の両立を目指します。 
内部成長実現に向けた施策は、以下のとおりです。 

a.  オペレーター及び本資産運用会社による内部成長 
本投資法人は、投資家の立場に即して、本投資法人の保有するポートフォリオか

ら得られる運営上のキャッシュ・フロー及びその賃貸収入を厳格に管理し、その維
持・向上を図ります。 
(i) オペレーターによる内部成長 

ホテル・旅館事業は、施設を所有する役割と、運営する役割に大きく分けるこ
とができます。本投資法人は、本投資法人の運用資産の特性を深く理解し、当該
運用資産に適合的なビジネスモデルやノウハウを有する者を運用資産のオペレー
ターに選定することで施設の競争力を維持・向上させる方針です。 
平成 4 年以来、星野リゾートグループは、施設の「運営分野」を主たる事業領

域と定め、この分野におけるノウハウ蓄積を行ってきました。本投資法人は、ホ
テル、旅館及び付帯施設の安定的な運営の実現という観点から、本投資法人が適
切と考える場合には、星野リゾートグループを運用資産のオペレーターに選定す
る方針です。なお、星野リゾートグループをオペレーターに選定した場合には、
本投資法人は、その運用資産の運営に際し星野リゾートグループの名称及びロゴ
等を使用できるため、星野リゾートグループが有するブランド力を活用できるも
のと考えています。 

 
(ii) 本資産運用会社による内部成長 

本資産運用会社は、施設競争力の維持・向上のための運営、管理及びリニュー
アルを実施し、ポートフォリオの収益力の強化を目指します。 
本投資法人は、星野リゾートグループ運営物件については、星野リゾートグル

ープが独自のノウハウを有し、運用資産毎の特性を十分に理解していると考えて
おり、適切と考える場合には星野リゾートグループにプロパティ・マネジメント
業務を委託することにより、星野リゾートグループが有するホテル・旅館業界に
おけるトップクラスの運営力を 大限引き出す方針です。 
また、本投資法人は、外部オペレーター運営物件については、本投資法人の運

用資産の特性を深く理解し、当該運用資産に適合的なプロパティ・マネジメント
のノウハウを有する者を必要に応じてプロパティ・マネージャーに選定すること
としています。 

 
b.  売上実績に連動した変動賃料の導入 

オペレーターのノウハウによるホテル、旅館及び付帯施設の業績向上の恩恵を本
投資法人が享受することを可能とする仕組みとして、本投資法人は、賃貸借契約に
おいて、固定賃料に加えて、ブランド及び施設の運営特性に応じた変動率を設定し、
売上実績に連動した変動賃料を定めることを検討します。本投資法人の保有資産の
賃貸借契約においては、いずれも固定賃料に加えてかかる変動賃料が定められてお
り、これは、ロードサイド型ホテル 21 物件を含む取得予定資産の賃貸借契約につい
ても同様です。 
具体的には、保有資産及び取得予定資産について、本投資法人と星野リゾートグ

ループとの間で締結した賃貸借契約においては、基準売上に一定の比率（変動率）
を乗じた額から固定賃料額を減じた額を変動賃料とすることで、キャッシュ・フロ
ーの安定性及び成長性の両立を図っています。なお、基準売上に一定の比率を乗じ
た額から固定賃料額を減じた額が正の数とならない場合には、変動賃料が生じませ
ん。 
本投資法人は、変動賃料のベースとなる売上げを向上させるために、取得予定資

産については星野リゾートグループ及びソラーレグループをオペレーターとするこ
とで施設の運営パフォーマンスを向上させるとともに、運営パフォーマンスについ
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て本資産運用会社によるモニタリングを実施する他、高い施設運営力との相乗効果
が狙えるような施設自体の魅力・競争力の向上につながる資本的支出を実行します。 

 
c. 中長期的な視点による資本的支出及び修繕計画の策定・実行を通じた運用資産の

資産価値・競争力の維持・向上 
本投資法人は、中長期的な観点から、運用資産の資産価値・競争力の維持・向上

を図ると共に、慎重かつ十分な資本的支出を通じて将来における過大な修繕発生リ
スク及び施設の魅力減少に起因する売上減少リスクを低減させることで、運営収益
の安定を目指します。本資産運用会社は、オペレーターの意見を参考に、綿密な費
用対効果分析を行い、大規模修繕計画等、資本的支出に係る方針を策定します。 

 
(ハ) 星野リゾートグループとの共存共栄（星野リゾートグループのコミットメント） 

a. 基本方針 
i.  本投資法人におけるメリット 

本投資法人は、星野リゾートとの間で締結しているスポンサーサポート契約を
活用することで、星野リゾートグループが保有する施設の情報等を優先的に入手
し、高い競争力及び収益の安定性が見込めると判断した場合、当該施設を取得す
る方針です。 

ii.  星野リゾートグループにおけるメリット 
星野リゾートグループのバリューチェーンを活用した本投資法人の成長戦略、

その中核の一つをなす星野リゾートグループが所有するホテル、旅館及び付帯施
設を取得して外部成長を図る本投資法人の戦略は、施設の「運営分野」を主たる
事業領域と定め、その上で拠点数の拡大を目指している星野リゾートグループの
利益にも資するものであり、星野リゾートグループの戦略とも合致するものと、
本投資法人は考えています。 

iii. 競争力強化のサイクルによる共存共栄モデルの実現 
世界のホテル業界において、所有と運営の分離は、施設所有者（投資家）と運

営会社それぞれの強みを活かし、相乗効果を発揮する手法として一般的になって
いると、本投資法人は考えています。所有と運営を分離することで、運営会社は
施設運営に特化してノウハウを蓄積し、運営力を向上させることが期待できます。
運営会社の運営力が向上すれば、施設の収益性は安定し、成長することが期待で
きます。これにより、施設所有者（投資家）の収益性は安定し、更に、変動賃料
の導入を組み合わせれば、収益性の向上も実現できると、本投資法人は考えてい
ます。収益性が安定かつ成長した場合には、施設所有者（投資家）は新たに施設
を取得することが可能となり、かかる施設の運営を受託することで、運営会社の
運営施設数を拡大し、さらなるノウハウの蓄積や運営の効率化が可能となり、競
争力の強化をはかることが期待できます（競争力強化のサイクル）。 

 
かかる競争力強化のサイクルを通じて、施設を所有する本投資法人と施設を運

営する星野リゾートグループには密接な共存共栄の関係が構築されると、本投資
法人は考えています。本投資法人は、保有資産 6 物件及び取得予定資産のうち星
野リゾートグループが運営する「星のや 京都」、「界 阿蘇」及び「界 川治」の
3 物件については、星野リゾートグループに相当期間運営を行わせ、安定したキ
ャッシュ・フローを確保するため、当該資産に係る本投資法人と星野リゾートグ
ループの賃貸借契約について、契約期間を 20 年とし、取得後 10 年間は賃貸人の
同意なく中途解約することができない契約としています。本投資法人は、本投資
法人の収益性が安定及び成長することで、競争力強化のサイクルに入り、星野リ
ゾートグループとともに利益を 大化することを追求していきます。更に、本投
資法人は、引き続きホテル、旅館及び付帯施設の情報をスポンサーサポート契約
に基づき優先的に入手することで、適切な施設の取得を図りますが、保有資産及
び取得予定資産以外の星野リゾートグループが現在所有しているホテル、旅館及
び付帯施設についても、本投資法人が取得し、星野リゾートグループに賃貸する
ことにより、競争力強化のサイクルの効果を高めることを目指します。 
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このように本投資法人と星野リゾートグループは協働関係にあるものの、本投資
法人と星野リゾートグループとの間の利益相反の問題が不可避的に生じうることか
ら、本投資法人、本資産運用会社及び星野リゾートグループは、本投資法人の投資
主利益と星野リゾートグループの利益を合致させることを目的として、以下の施策
を実施することとしています。 
・星野リゾートグループによる本投資法人の投資口の保有 
・投資主優待制度の導入による、投資主の満足度並びに星野リゾートグループの運
営する各施設の知名度及び売上げの向上 

 
b. 投資主優待制度の導入による投資主利益と星野リゾートグループの利益の合致 

本投資法人が投資するホテル、旅館及び付帯施設について、その特徴を体験し、
理解を深める機会を投資主に提供する目的で、投資主優待制度（以下「本優待制
度」といいます。）を設けています。 
本優待制度においては、各決算期における 終の投資主名簿に記載又は記録され

た投資主を対象として、各決算期において本投資法人が所有し、かつ星野リゾート
グループが賃借するホテル、旅館及び付帯施設（ただし、星野リゾート並びに本投
資法人及び本資産運用会社が別途合意するものを除きます。）への宿泊に際して 1
名 1 回の大人料金での利用につき 2,000 円相当の宿泊代金の割引を受けられる優待
券の贈呈を実施する予定です。 

(注 1) 初回は、平成 25 年 10 月 31 日の投資主名簿に記載又は記録された投資主を対象として、平成 25 年 10 月 31
日現在の保有資産 6 物件への宿泊に際して 1 名 1 回の大人料金での利用につき 2,000 円相当の宿泊代金の割
引を受けられる優待券の贈呈を実施しました。なお、優待券送付は、1 口当たり 1 枚とし、上限を投資主 1
名当たり 10 枚としました。 

(注 2) 本優待制度の内容等は今後変更され、又は実施が停止される場合があります。後記「3 投資リスク (1) リ
スク要因 ⑥ その他 (ホ) 投資主優待制度に関するリスク」をご参照下さい。 

(注 3) 今後本優待制度の対象となる物件が増加又は減少する可能性があります。また、ロードサイド型ホテル 21
物件については本優待制度の対象とすることを予定していません。 

(注 4) 第 2 回は、平成 26 年 4 月 30 日の投資主名簿に記載又は記録された投資主を対象として優待券の贈呈が行わ
れる予定ですが、本募集への申込みにより取得される投資口はその対象となりません。 

 
⑦ 星野リゾートグループの概要 

本投資法人は、ホテル、旅館及び付帯施設の運営について高い専門性を有する星野リ
ゾートグループのサポートを活用し、運用資産の安定的な運営を目指します。本投資法
人は、「高い生産性を達成する新しい仕組み」及び「ブランディング戦略によりスケー
ルメリットを活かせる持続可能な競争力」を有していることが、星野リゾートグループ
のリゾート運営会社としての強みであると考えています。 
星野リゾートグループの強みと特徴は、以下のとおりです。 

(イ) 星野リゾートグループの事業規模とブランディング戦略 
a. 事業規模の拡大 

星野リゾートグループは、「リゾート運営の達人になる」をビジョンとして独自
の戦略で事業規模拡大を進めています。明治 37 年に軽井沢の地で創業し、大正 3 年
には星野温泉旅館をオープンし、同旅館をオープンしてから、今年で 100 年目を迎
えます。平成 13 年以降、本拠地の長野・軽井沢を飛び出して、施設価値再生を求め
るリゾート施設・旅館の経営・運営に携わりながら拠点を拡大してきました。本書
の日付現在、星野リゾートグループは国内 31 箇所に拠点を有します。 

星野リゾートグループでは、世界の人々を結び付け、相互理解と世界平和を促進
することが観光産業の役割であると考え、このような観光産業の一翼を担うべく、
全ての利用者に満足感を与えること、新しい旅の形を提案することをめざし、リゾ
ート施設・旅館の運営事業に取り組んでいます。 
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（参考情報） 
株式会社星野リゾートホールディングス及びその子会社の財務状態及び経営成績の

状況（連結）は、以下のとおりです。 
（単位：千円） 

 平成 24 年 11 月期 平成 25 年 11 月期 
営業収益 18,678,783 22,840,817 
経常利益 1,266,663 1,658,375 
当期純利益 1,094,775 4,727,497 
総資産額 28,144,822 29,558,574 
純資産額 7,024,751 11,831,776 
有利子負債 16,860,237 9,591,349 

(出所) 星野リゾートグループ 
(注 1) 上記数値は、株式会社星野リゾートホールディングス及びその子会社各社の計算書類を基に、星野リゾートグ

ループが、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成したものですが、金融商品取引法及び会
社法において公認会計士又は監査法人による監査を行うことを要請されていないため、計算書類の作成にあた
り、かかる監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された数値に過ぎず、不完全又は不正
確であるおそれもあります。 

 なお、本投資法人は、星野リゾートから調査業務を受託する新創監査法人との間で合意された手続（我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われる監査手続及び四半期レビュー基準に基づく四半
期レビュー手続に準拠して行われるレビュー手続とは異なるものであり、いかなる保証の提供もされないもので
す。）により、上記数値の計算過程について同監査法人の確認を受けています。 

(注 2) 平成 24 年 11 月期は 30 拠点、平成 25 年 11 月期は 31 拠点を運営しています。 
(注 3) 星野リゾートは、平成 25 年 11 月 13 日を効力発生日として、星野リゾートの発行済株式の全部を、新設する

株式会社星野リゾートホールディングスに取得させる株式移転を行っています。平成 24 年 11 月期の財務状態
及び経営成績の状況は、かかる株式移転が行われる前の星野リゾート及びその子会社のものです。 

 
拠点数の増加については、星野リゾートグループが積極的にリゾート運営会社と

して受託や拠点拡大の意向をアピールしてきたことで外部からの物件情報が得られ
たこと、生産性と顧客満足度を同時に高める運営ノウハウを蓄積して実績を残して
きたこと、そして、所有・経営・運営の分離がリゾート業界や旅館業界でも進んで
きたことも影響していると、本投資法人は考えています。 
平成 24 年には、6 月に「星のや 竹富島」が開業し、12 月には「界 箱根」の運営

を開始しました。既存運営施設のリブランド化も加速しており、平成 25 年には、11
月に「花乃井」が「界 遠州」としてリブランドされました。 
このように、施設数も増え、手がける形態も、自社所有、賃貸借又は運営受託と

さまざまな形になってきています。 
（参考情報） 
以下は、星野リゾートグループが運営する施設の一覧です。なお、本投資法人の

保有資産及び取得予定資産以外の物件も含まれていますが、本書の日付現在、本投
資法人がこれらの物件を取得する具体的な予定はなく、また、今後取得できる保証
もありません。 

 
■星野リゾートグループの沿革と運営室数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出所) 星野リゾートより受領した資料に基づき本資産運用会社が作成。 
(注 1) 平成 25 年 11 月 30 日現在、星野リゾートグループが運営している各施設及びその運営室数を基礎として、上

記各時点で運営していた施設の運営室数の合計を記載しています。運営室数に平成 25 年 11 月 30 日現在星野
リゾートグループが運営を中止している施設は含まれておらず、また、各施設の運営室数は、施設の増改築や
季節要因等によっても変動するため、上記数値は、当該時点における星野リゾートグループの運営室数と必ず
しも一致しません。 

(注 2) 星野リゾートグループが運営する施設について記載したものであり、本投資法人の保有資産及び取得予定資産
以外の物件並びに運営を中止した施設も含まれています。本書の日付現在、本投資法人がこれらの物件を取得
する具体的な予定はなく、また、今後取得できる保証もありません。 
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■ポートフォリオマップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出所) 星野リゾートより受領した資料に基づき本資産運用会社が作成。 
(注 1) 本書の日付現在の情報に基づくものであり、同時点で運営を中止している施設を含みません。 
(注 2) 星野リゾートグループが運営し、又は運営を予定している施設であり、本投資法人の保有資産及び取得予定資

産以外の物件も含まれています。本書の日付現在、本投資法人がこれらの物件を取得する具体的な予定はなく、
また、今後取得できる保証もありません。 

(注 3) 開業予定は、今後変更となる可能性があります。施設名は、仮称を含みます。 

 
■各施設の運営開始日と所有・運営の形態 

保有 
資産 

及び取得

予定資産 
(注4) 

施設名 
客室

数
所在地

運営 
開始日

所有 運営 備考 

 ホテルブレストンコート 39 長野県
平成 
7 年 

星野リゾート

グループ 
星野リゾート 
グループ 

 

★ リゾナーレ 八ヶ岳 172 山梨県
平成 
13 年

本投資法人 
星野リゾート

グループ 
 

★ 
トンボの湯、村民食堂 
（星のや 軽井沢付帯施設）

－ 長野県
平成 
14 年

本投資法人 
星野リゾート

グループ 
 

 アルツ磐梯 － 福島県
平成 
15 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

 磐梯山温泉ホテル 152 福島県
平成 
15 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

 トマムスキー場 － 北海道
平成 
16 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

 トマム 613 北海道
平成 
16 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
旧「アルファリ

ゾートトマム」

 リゾナーレ トマム 200 北海道
平成 
16 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
旧「ガレリア 
タワー」 

★ 星のや 軽井沢 77 長野県
平成 
17 年

本投資法人 
星野リゾート

グループ 

前身である星野

温泉旅館のオー

プンは大正 3 年

 界 加賀 23 石川県
平成 
17 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 
旧「白銀屋」 

★ 界 伊東 34 静岡県
平成 
17 年

本投資法人 
星野リゾート

グループ 
旧「いづみ荘」

 青森屋 238 青森県
平成 
17 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

 奥入瀬渓流ホテル 189 青森県
平成 
17 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

★ 界 松本 26 長野県
平成 
18 年

本投資法人 
星野リゾート

グループ 
旧「貴祥庵」 
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保有 
資産 

及び取得

予定資産 
(注4) 

施設名 
客室

数
所在地

運営 
開始日

所有 運営 備考 

 界 アルプス 28 長野県
平成 
18 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 
旧「松延」 

★ 界 出雲 24 島根県
平成 
19 年

本投資法人 
星野リゾート

グループ 
旧「有楽」 

 アンジン 37 静岡県
平成 
19 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 
 

 界 熱海 16 静岡県
平成 
20 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 
旧「蓬莱」 

 
界 熱海別館 
（ヴィラ・デル・ソル） 

7 静岡県
平成 
20 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 
 

 裏磐梯猫魔スキー場 － 福島県
平成 
20 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

 裏磐梯ホテル 241 福島県
平成 
21 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

 
ウトコ  
オーベルジュ＆スパ 

17 高知県
平成 
21 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

★ 
ハルニレテラス 
（星のや 軽井沢付帯施設）

－ 長野県
平成 
21 年

本投資法人 
星野リゾート

グループ 
 

☆ 星のや 京都 25 京都府
平成 
21 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 
 

 界 遠州 32 静岡県
平成 
22 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
旧「花乃井」 

 界 津軽 40 青森県
平成 
22 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
旧「錦水」 

☆ 界 阿蘇 12 大分県
平成 
23 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
旧「界 ASO」 

 リゾナーレ 小浜島 160 沖縄県
平成 
23 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

 ニラカナイ 西表島 140 沖縄県
平成 
23 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

 リゾナーレ 熱海 76 静岡県
平成 
23 年

第三者所有 
星野リゾート

グループ 
 

★ 界 箱根 31 神奈川県
平成 
24 年

本投資法人 
星野リゾート

グループ 
旧「桜庵」 

 星のや 竹富島 48 沖縄県
平成 
24 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 
 

☆ 界 川治 54 栃木県
平成 
24 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 

平 成 24 年 に

「宿屋伝七」と

して運営開始、

平 成 26 年 、

「界  川治」と

して開業予定 
改装工事に関す

る詳細は後記

「(2) 投資対象

③  取得予定資

産の概要 (ハ) 
取得予定資産の

個別不動産の概

要」をご参照下

さい。 
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保有 
資産 

及び取得

予定資産 
(注4) 

施設名 
客室

数
所在地

運営 
開始日

所有 運営 備考 

 界 日光 33 栃木県
平成 
25 年

星野リゾート

グループ 
星野リゾート

グループ 

平 成 25 年 に

「楓雅」として

運営開始、平成

26 年、「界 日
光」として開業

予定 
(出所) 星野リゾートより受領した資料に基づき本資産運用会社が作成。 
(注 1) 本書の日付現在。 
(注 2) 施設名はマスターブランド「星野リゾート」を省略して記載しています。 
(注 3) 星野リゾートグループが運営する施設の一覧であり、本投資法人の保有資産及び取得予定資産以外の物件も含ま

れています。本書の日付現在、保有資産及び取得予定資産を除き、本投資法人がこれらの物件を取得する具体的
な予定はなく、また、今後取得できる保証もありません。 

(注 4) 「保有資産及び取得予定資産」の欄には、保有資産を★、取得予定資産を☆で示しています。 

 
星野リゾートグループは、施設数の増加とともに、スケールメリットを活かした

運営面の生産性向上に向けた取組みを進めています。星野リゾートグループ独自の

運営の仕組みである、マルチタスク、調理プロセス管理や統合予約センターの設置

等を通じ、他の運営会社と比較して高い生産性を実現しているものと、本投資法人

は考えています。 
かかる星野リゾートグループ独自の運営の仕組みについては、後記「（ロ） 星野

リゾートグループ独自の運営の仕組み」をご参照下さい。 
 

b. ブランディング戦略 
星野リゾートグループは、集客面においては星野リゾートグループ内のリピート

を目的として、平成 21 年頃から施設カテゴリーの整理を行い、ブランディング戦略

を展開しています。 
まず、星野リゾート独自の調査により、観光・リゾートホテルの分野で「星野リ

ゾート」の認知度が徐々に高まってきたとの認識の下、「星野リゾート」をマスタ

ーブランドとして位置付け、次にコンセプトやカテゴリーを示す名称として運営施

設の大半を、「星のや」、「星野リゾート 界」及び「星野リゾート リゾナー

レ」の 3 つのブランドに分類しました。各ブランドを総称して「サブブランド」と

位置付け、これに「地域名」を組み込みました。このようなブランディング戦略に

基づき、例えば、「星野リゾート 界」というブランドに分類されることで、星野

リゾートが運営する温泉旅館であることが識別可能であり、また、地域名を組み合

わせることで、地域性も明確になると考えられます。本書の日付現在、各ブランド

には複数の施設がありますが、施設ごとに個別に PR するのではなく、各ブランド

のイメージを包括的に PR していくことによりブランドとしての知名度が高まり、

各施設の集客力が向上するものと、本投資法人は考えています。 
星野リゾートグループは、当面、「星のや」、「星野リゾート 界」及び「星野

リゾート リゾナーレ」の 3 ブランドに集中して展開していく予定であり、国内の

再生案件や運営を引き継ぐ際には、この 3 ブランドのコンセプトにふさわしいかを

一つの基準にしていく方針を示しています。 
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(ロ) 星野リゾートグループ独自の運営の仕組み 
星野リゾートグループは、国際的なコモディティ化が進んでいる高級宿泊施設セ

グメントにおいて、世界中のホテル及び旅館の所有者と観光旅行者に星野リゾート

グループを選択してもらえるよう、脱コモディティ化を図るため、以下 a.から f.ま
でを含む独自の運営の仕組みを作り出してきました。 
これらの運営の仕組みは、ホテル及び旅館の所有者に対しては、高い生産性を産

む効率的運営による利益の 大化を、顧客に対しては、顧客満足度の 大化をもた

らすことを目的としています。星野リゾートグループの運営の仕組みの特徴は、以

下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. マルチタスク（サービスチーム編成） 
星野リゾートグループの運営システムにおける 大の特徴の一つがマルチタスク

です。ホテル・旅館等の運営におけるマルチタスクとは、一人の従業員が複数業務

を手掛けることによって、施設の効率運営を目指す手法です。星野リゾートグルー

プは、平成 14 年からホテル組織で通常見られる部門別の分業化を廃止し、従業員の

多能工化を進めてサービスチームとして編成し、手待ち時間を極小化する効率的運

営手法を導入しています。 
ホテル・旅館運営に必要な約 200 超の業務を、フロント、料飲サービス、ハウス

キーピング（客室清掃）、調理の 4 つの業務に整理し、多能工化を促進させ、業務

量に応じてスタッフを適正配備して業務の効率化及び労働生産性の向上を推進して

います。 
 

b. 調理プロセス管理（セントラルキッチン） 
星野リゾートグループは、本部が管轄するセントラルキッチンを千葉県千葉市に

開設しています。セントラルキッチンとは、全部又は一部の調理プロセスをある一

箇所に集約して行うことで規模のメリットを追求する料理提供手段です。この背景

には、食材の一括購入によるコスト低減、一次調理（仕込み）の集中化による調理

業務の効率化、施設間の料理品質の維持という観点だけでなく、マルチタスキング

の生産性を 大化させるために、現場での調理業務を「見える化」（可視化されづ

らい作業の可視化）、そして標準化するという観点があります。 
セントラルキッチンでは、一次処理を済ませた半製品を現場調理に納品し、各施

設のレストラン厨房では、料理の 終調理を行って顧客に料理を提供する業務フロ

ーを標準化しています。 
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c. マーケティング 
星野リゾートグループの運営におけるもう一つの特徴は、本部主導のマーケティ

ング機能とその集客力です。このマーケティング機能は、マーケティングチーム及

び広報チームで構成されています。 
マーケティングチームは、獲得優先のセールス及び利益率 大化のためのプラン

造成チームです。具体的には、全施設の販売戦略を立案し、各種エージェント（ネ

ットエージェント、リアルエージェント、募集団体エージェント）と提携し、

RevPAR の 大化、つまり、グループ全体の収益の 大化を図っています。 
広報チームは、数多くのマスコミ（テレビ・雑誌・ラジオ・WEB）との強固な関

係を構築し、全施設の広報機能を包括して担うことにより、星野リゾートグループ

各施設のブランドイメージの構築を行っています。 
 

d. 予約チャネル管理（統合予約センター） 
統合予約センターは、拠点での電話問い合わせによる業務の中断や接客対応中の

機会損失をなくすために存在しています。コールセンター機能を集中させることに

より、予約 1 件当たりの獲得コストを低く抑えています。更に、希望の施設に空き

がない場合には、ニーズにあった星野リゾートグループの他の施設を紹介すること

により、運営施設全体の獲得率につながっています。WEB やエージェント経由の受

注も担当しており、直近年度では統合予約センターの受注シェアは全稼働客室の大

部分を占めています。 
 

e. CS（顧客満足度） 
星野リゾートグループでは、CS 調査をマネジメントに活かして運営上の競争力を

高めています。 
CS 調査手法はインターネットを利用する方式であり、その調査結果は、パート・

アルバイトを含むスタッフ全員がイントラネットを介してリアルタイムで共有でき

る体制が構築されています。また、CS データを客観的な視点で理解し活用できる知

識が組織全体に浸透するよう研修に努めています。 
CS 調査は、顧客満足へのネガティブ要因の改善に繋げるだけではなく、新商品を

開発するプロセスでも活用されています。 
 

f. ブランド化 
星野リゾートグループのブランド化については、前記「 (イ) 星野リゾートグル

ープの事業規模とブランディング戦略 b. ブランディング戦略」のとおりですが、

星野リゾートグループでは年 1 回秋に、外部の調査機関を使って、過去 1 年間で国

内宿泊旅行をした首都圏及び関西圏在住の日本人を対象に、星野リゾートグループ

のマスターブランド（星野リゾート）及びサブブランド（星のや・界・リゾナー

レ）に対する認知率及び利用意向度に係る WEB 調査を行っており、他の有力ブラ

ンドとの相対比較を通じて自らの市場ポジショニングをモニターしています。 
平成 25 年 9 月に実施した星野グループ独自の調査結果では、マスターブランド

（星野リゾート）については、平成 21 年からの 4 年間で確実に認知率も利用意向度

も向上していることが判明しました。 
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⑧ 我が国の旅行市場の概況 

本投資法人は、国内宿泊旅行市場の将来展望について、長引くデフレ経済時代におい

ても、国内宿泊旅行に対する潜在需要が高いこと、そして、今後、相当数の訪日外国人

旅行者数の増加が期待できるとの見通しであることから、今後も安定した市場規模が維

持されるものと考えています。 
(イ) 旅行市場の状況 

a. 旅行市場及び国内日本人宿泊旅行の動向 
前記「① 本投資法人の基本理念」のとおり、観光庁の公表データによると、平成

23 年の国内における旅行消費額の日本人市場は 22.4 兆円（国内宿泊旅行 15.1 兆円

（観光目的の旅行 9.2 兆円のほかに、帰省目的の旅行 3.6 兆円、ビジネス目的の旅行

2.3 兆円を含みます。本投資法人の投資対象であるホテル、旅館及び付帯施設は主に

観光目的の旅行を対象としています。）、日帰り旅行 4.9 兆円、海外旅行の国内消

費分 1.3 兆円）となっています。 
観光庁の「宿泊旅行統計調査（平成 24 年 1 月～12 月）」によると、直近におい

ては、世界的な金融危機による景気低迷の影響等により、旅行消費額全体は縮小傾

向にありますが、宿泊者数について見ると、平成 24 年においては、1 月、2 月及び

9 月を除き、日本人国内延べ宿泊者数は、前年同月と比べプラスの水準まで回復し

ています。 
本投資法人は、日本人国内延べ宿泊者数の回復の理由として、「レジャー・余暇

生活」や観光旅行に対する日本人の関心の高さがあげられると考えています。 
平成 25 年 6 月の「国民生活に関する世論調査」によると、今後の生活で重点を置

きたい分野として「レジャー・余暇生活」を挙げる人数の割合が 36.9％と も多く、

昭和 58 年以来連続して第 1 位を占めています。また、平成 25 年 1 月実施の公益財

団法人日本生産性本部の調査によると、余暇活動に関して参加を希望するものにつ

いて、全国の 15 歳から 79 歳までの男女に複数回答にて調査を行ったところ（有効

回収数 3,334 件）、参加希望率（ある余暇活動を将来やってみたい、又は今後も続

けたいとする人の割合）は国内観光旅行がドライブや海外旅行を上回って第 1 位で

あり、国民の関心が高いことを示しています。 
 

■今後の生活で重点をおきたい分野（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出所) 内閣府「国民生活に関する世論調査」（平成 25 年） 
(注 1) 「耐久消費財」とは、自動車、電気製品、家具等を指します。 
(注 2) 平成 12 年度は調査が行われていません。 

 
b. 訪日外国人旅行者の動向 

訪日外国人旅行者数は、平成 15 年の「ビジット・ジャパン・キャンペーン」開始

後順調に増加し、平成 21 年に新型インフルエンザの影響で一時的な落ち込みを見せ

ましたが、平成 22 年には羽田空港の国際定期便就航などの追い風を受け、アジアか

らの訪日客数が伸び、過去 高の 861 万人となりました。平成 23 年は東日本大震災

の影響により 621 万人と一時的に減少し、平成 24 年は日中関係の悪化による影響が

あったと考えられますが、835 万人まで回復し、独立行政法人国際観光振興機構
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（JNTO）が平成 26 年 1 月に発表した平成 25 年の推計値によると、過去 高の

1,036 万人となりました。 
 

■訪日外国人旅行者数 
 

平成 19 年 8,346,969 人 

平成 20 年 8,350,835 人 

平成 21 年 6,789,658 人 

平成 22 年 8,611,175 人 

平成 23 年 6,218,752 人 

平成 24 年 8,358,105 人 

平成 25 年 10,363,900 人 
(出所) 独立行政法人国際観光振興機構（JNTO） 
(注) 平成 25 年については、確定値ではなく、推計値を記載しています。 

 
また、平成 24 年 3 月の株式会社日本政策投資銀行の調査によれば、国連世界観光

機関（UNWTO）は、平成 22 年現在 10 億人の規模を有する世界のインバウンド市

場(注)が、平成 42 年に 18 億人に達するとの発表を平成 23 年 10 月に行っています。

うち、日本を含む北東アジア市場は、1.1 億人から 2.9 億人へと、世界で も大きな

増加が予測されているとのことであり、かかる予測に従えば、今後、相当数の訪日

外国人数の増加が期待できることとなり、本投資法人は、日本の観光産業にとって

も市場規模拡大のチャンスであると考えています。 
(注) 「インバウンド市場」とは、外国人旅行者到着数をいいます。 

 
■インバウンド市場予測 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出所) 国連世界観光機関（UNWTO）公表資料を基に株式会社日本政策投資銀行が作成。 

 
⑨ 投資基準 

本投資法人は、ホテル、旅館及び付帯施設への投資にあたっては、国内のホテル・旅

館等のマーケット環境を分析して当該物件の競争力及び将来性を検討するとともに、ポ

ートフォリオ全体の成長性及び収益性と、ポートフォリオ全体におけるリスクも勘案の

上、投資の可否を総合的に判断します。なお、本投資法人は、かかる判断にあたり、以

下に記載の基準で検討するものとします。 
(イ) 立地 

立地については、投資対象資産のブランドに適した立地であることを重視します。

具体的には、以下の基準に従うものとします。 
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ブランド 立地基準 
「星のや」 地域独特の文化的なポテンシャルがあると本投資

法人が判断した地域に立地することを原則としま

す。 
「星野リゾート 界」 全国的に知名度があると本投資法人が判断した温

泉地に立地することを原則とします。 
「星野リゾート リゾナーレ」 集客が十分に見込めると本投資法人が判断したリ

ゾート又は今後の成長により集客が十分に見込め

るリゾートになると本投資法人が判断した地域に

立地することを原則とします。 
その他 ホテル、旅館及び付帯施設の対象客層や性質等を

踏まえ、旅客数、知名度その他の事情に照らし、

安定して運営できると本投資法人が判断した地域

に立地することを原則とします。 
 

(ロ) 投資金額 
1 物件当たりの投資金額が 5 億円以上であることを原則とします。ただし、その

他の事項も含め総合的に勘案して投資が適正と判断される場合には、投資金額が 1
物件当たり 5 億円未満の物件についても、投資を行うことができるものとします。 

 
(ハ) 取得価格 

不動産等の取得価格については、本資産運用会社による独自の価格評価に基づき、

不動産鑑定評価額を参考に判断します（なお、本資産運用会社の利害関係人等との

取引においては、利益相反防止策として、利害関係人等でない不動産鑑定士（法人

を含みます。）が鑑定した鑑定評価額を超えて取得してはならない旨の自主ルール

を設けています。かかる利益相反防止策の詳細については、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 利害関係人等取引規程」をご参照下さ

い。）。 
 

(ニ) 建物構造 
建物構造については、ホテル、旅館及び付帯施設としての目的に照らして必要な

強度を有し、宿泊施設としての安全性に問題がないと判断できる物件に投資します。

なお、本投資法人は、旅館等として使用する不動産等については、建物が周辺自然

環境と調和していることや、建物が歴史的建造物であることなどが、旅館等として

の希少性を高め、集客力や競争力に寄与することがあると考えています。したがっ

て、建物構造については特段の限定を設けず、木造を含む全ての種類の建物構造に

投資を行うことができるものとします。 
なお、本投資法人は、必要な強度を有しているかの判断にあたり、当該物件の

PML（Probable Maximum Loss：予想 大損害率）（以下「PML」といいます。）

(注)を参考にし、当該物件の PML が 20％を超える場合、本投資法人は、地震保険の

付保を検討します。 
(注) 「PML」とは、当該地域で予想される 大規模の地震（475 年に 1 度起こる可能性のある大地震＝50 年間に起

こる可能性が 10％を超える大地震）を対象物件が受けた場合に、被災後の建物を被災前の状態に戻すための工

事費が総建替費に占める割合（％）を示したものをいいます。以下同じです。 
 

(ホ) テナント及びオペレーター 
テナント及びオペレーターの選定にあたっては、当該業者の社会的信用力を確認

し、運営実績、競争力等について評価・分析の上、経済的信用力を有する等当該物

件の競争力を維持又は向上できると判断できるテナント及びオペレーターを選定し

ます。なお、テナントに対して運用資産を賃貸する場合には、テナントの信用状況

等を調査の上、物件特性や当該テナントの信用状況等に応じた適切な担保（敷金及

び保証金（固定賃料の 6 か月以上を原則とします。）、親会社等の保証を含みま

す。）を獲得するよう努めるものとします。 
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(ヘ) 権利関係 

当該物件の特性に照らし、本投資法人による運用に支障がないと判断できる権利

関係であることを原則とします。具体的には、所有権、賃借権、地上権等権利の形

態を確認した上で、共有、区分所有又は借地の場合は、物件の特性を総合的に勘案

し、権利関係者の属性等をも考慮の上、運営・管理における制約事項が少ないこと

を原則とします。 
 

(ト) 運営実績 
本投資法人は、原則として、過去の運営実績が無い未稼働のホテル、旅館及び付

帯施設（建設予定又は建設中のホテル、旅館及び付帯施設を含みます。以下本

（ト）において同じです。）への投資は行いません。ただし、未稼働のホテル、旅

館及び付帯施設であっても、運営開始後の安定した運営が十分に見込まれ、本投資

法人が取得した後に安定した収益が得られるものと判断した場合には、未稼働の物

件に対しても、投資を行うことができるものとします。 
 

⑩ デュー・ディリジェンス基準 

本投資法人は、投資するホテル、旅館及び付帯施設を選定するにあたっては、以下に

挙げる事業性に関する調査項目（調査主要項目一覧表①）について、可能な限り調査し、

当該調査結果に基づき、当該物件の生み出す運営上のキャッシュ・フローの見込み、賃

料収入の予想及びそれらに基づく収益価格等、当該物件の収益性及び安定性並びに投資

の採算性について検証します。 
また、かかる事業性に関する調査に加え、投資するホテル、旅館及び付帯施設を選定

するにあたっては、土地、建物の物理的調査及び法的調査（調査主要項目一覧表②）に

ついても十分に実施し、当該物件の生み出す運営上のキャッシュ・フローの安定性・成

長性等を阻害する要因の在否の把握等を中心とした、当該物件の投資対象としての妥当

性を検討します。 
なお、上記調査プロセスにおいては、公正かつ調査能力・経験があると認めた第三者

の専門家による不動産鑑定評価書、エンジニリアリングレポートを取得するほか、必要

と判断する場合にはマーケットレポートその他の第三者の専門家の報告書等を取得し、

これらの内容についても考慮します。 
本投資法人は、これらの調査及び検証の結果、当該物件の生み出す運営上のキャッシ

ュ・フローが本投資法人の投資対象として妥当と判断される賃料収入を達成するために

必要な水準に達している（又は改善の見込みがあり当該改善後は必要な水準に達する蓋

然性が高い）と判断できるとともに、当該物件の生み出す運営上のキャッシュ・フロー

の安定性・成長性等を阻害する要因がない又はかかる要因はあるものの限定的であり、

総合的に判断して当該物件の投資対象としての妥当性が認められると判断した物件につ

いて投資します。 
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調査主要項目一覧表① 
調査 項目 内容 

事業性調査 

施設・設備 

・ 客室 
客室数／客室タイプ／客室面積等 

・ レストラン・大浴場・その他施設・機能 
施設数・施設構成等 

マーケット 

・ 地域経済・マーケット全般 
・ 立地 

周辺環境／立地・アクセス／周辺施設／ 
交通インフラ／温泉湯量等 

運営実績 
・ 運営主要指標の調査 
・ 運営実績に基づく賃料負担力の調査 

客室稼働率(注 1)、ADR、RevPAR 等 
テナント・ 
オペレーター(注 2)

・ テナント・オペレーター調査 
テナント・オペレーターの信用力／業績／実績等 

(注 1) 「客室稼働率」とは、以下の計算式により求められる数値をいいます。以下同じです。 
客室稼働率＝販売客室数÷販売可能客室数 

(注 2) 星野リゾートグループをテナント・オペレーターに選定する場合は、当該項目の調査は原則として行いません。 

 
調査主要項目一覧表② 

調査 項目 内容 

物理的調査 

建物の遵法性 

・ 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。）や都市計画法（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。）等の建築関連法令等の遵守状況の確認

・ 既存不適格の有無・程度 
・ 建築関連法令、条例、協定等による建築制限等の有

無 

建物の状況 

・ アスベスト、ポリ塩化ビフェニル（PCB）等の有害

汚染物質の含有機器及び含有廃棄物の有無 
・ 建築基準法、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。）、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和 45 年法律第 20 号。その後の改正を含

みます。）（以下「ビル管理法」といいます。）等

の建物管理関連法令に沿った各種定期調査報告実施

状況 
・ 建物管理状況 

建物の修繕・ 
資本的支出 

・ 緊急修繕必要箇所の有無 
・ 長期修繕計画 
・ 過去の修繕状況 

地震リスク・ 
耐震性能調査、 
土壌環境汚染調査

・ PML 値の算出 
・ 土壌調査 

法的調査 境界調査 

・ 境界確認の有無（境界に関する訴訟その他の紛争の

有無） 
・ 越境・非越境物の有無 
・ 未登記建物の有無 
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調査 項目 内容 

権利関係の確認 

・ 土地及び建物に関する権利関係の確認（完全所有

権、地上権、借地権、共有、分有、区分所有等） 
・ 権利に付随する各種契約書等（温泉権又は水利権に

関するものを含みます。）の内容 

テナント・ 
オペレーター属性

・ テナント関連契約（賃貸借契約、転貸借契約、使用

貸借契約等）の調査 
・ 運営委託関連契約の調査 
・ 反社会的勢力の調査(注) 

(注) 星野リゾートグループをテナント・オペレーターに選定する場合は、当該項目の調査は原則として行いません。 

 
木造物件については、売主へのヒアリング調査等を含む過去の修繕状況の確認を行い、

必要に応じ、専門家レポートに基づく建物劣化診断、中長期修繕・更新計画の検討を行

います。 
 具体的には以下のフローにしたがって検討を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注 1) 投資を検討する建物の全部事項証明書を確認し、構造が木造であればステップ 2 に、それ以外であればステップ 5
に進みます。 

(注 2) 専門家レポート、図面（改修図を含みます。）、修繕履歴等を検証して得られた情報に基づき、安全性を検討しま

す。この時点で売主による修繕、是正を前提としても安全性の確保が難しいと判断された場合には投資を断念し、

それ以外の場合にはステップ 3 に進みます。 
(注 3) 目視調査等の非破壊調査においては、以下の事項を確認し、安全性を検討します。 

構造躯体 建物の土台、躯体（柱及び梁を含みます。）等の構造体を目視にて確認し、図面と整合しているか

を確認します。 
外壁 屋根、外壁等の外部仕上げ材に、目立った亀裂、クラック等が無いか目視にて確認します。 
内部仕上げ 建物内部において目立った亀裂、クラック等が無いか、漏水箇所が無いかを目視にて確認します。 
天井裏 建物内部の点検口より目視にて天井裏の状態を確認します。 
この時点で売主による修繕・是正を前提としても安全性の確保が難しいと判断された場合又は安全性確保に必要な

修繕・是正を売主が拒んだ場合は投資を断念し、安全性確保に必要な修繕を売主が了承した場合にはステップ 4 に

進み、修繕・是正を行わなくても安全性が確保されている場合にはステップ 5 に進みます。 
(注 4) 通常のデュー・ディリジェンスに従った検証は、ステップ 1 からステップ 4 までの手続と並行して行われることが

あります。 
(注 5) 上記各ステップにおいて、安全性が確認できない場合等安全性の確保が難しいと判断された場合は投資検討を中止

し、必要な安全性が確保できると判断した木造物件のみを、投資適格と判断します。 

 

ステップ 1 登記調査(注 1) 

ステップ 2 図面、修繕履歴等の書類調査(注 2) 

ステップ 3 目視調査等の非破壊調査(注 3) 

ステップ 4 売主による修繕、是正 

ステップ 5 通常のデュー・ディリジェンス基準 
に従った検証(注 4) 

投 

資 

検 

討 

中 

止 

投 資 適 格 と 判 断(注 5) 
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⑪ フォワード・コミットメント 

フォワード・コミットメント（先日付での売買契約であって、契約締結日から 1 か月

以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているもの、その他これに類する契

約をいいます。以下同じです。）等を行う場合には、以下の点に留意することとします。 
・契約不履行に関する解約違約金の水準、ポートフォリオ全体の収支及び配当水準等に

与える影響等（東京証券取引所の定める上場廃止基準を含みます。） 
・売買契約締結から物件引渡しまでの期間、当該期間中における金融環境及び不動産市

場等の変動リスクの可能性並びに決済資金の調達方法等 
 

⑫ ポートフォリオ運営・管理方針 

(イ) 基本方針 
運用資産の運用については、投資主のニーズに合致した高品質で魅力的な運用商

品を提供するために、運用資産からの安定した収益の確保と資産価値の向上を目指

し、透明性の高い運用を行うことを基本方針としています。 
 

(ロ) 賃借人による運営のパフォーマンスのモニタリング 
本投資法人は、賃借人との間で賃貸借契約を締結する際、固定賃料部分と変動賃

料部分を組み合わせた賃料構成とすることを検討します。賃貸借契約において変動

賃料を導入する場合、賃借人に対しホテル・旅館の運営収支等について一定の報告

義務等を課すことが一般的であり、本投資法人においても賃貸借契約の中でかかる

報告義務を課すことを基本方針とします。これにより、本投資法人の賃料収入に大

きな影響を与えることとなる賃借人による運営パフォーマンスについて、本資産運

用会社が一定の範囲でモニタリングすることが可能となります。 
 

(ハ) 資本的支出 
  中長期的な観点から、運用資産の資産価値、競争力の維持・向上を図り、運営収

益の安定を目指し、慎重かつ十分な資本的支出を行います。 
 

a. 本投資法人が行う資本的支出の範囲 
・資産価値・競争力の維持を目的とし、運用資産が良好な物理的状態を保ち、将

来に渡り競争力を発揮するために必要な資本的支出 
・資産価値・競争力の向上を目的とし、客室及び料飲施設に関する単価及び客室

稼働率のアップを図るのに必要な資本的支出 
 

b. 資本的支出の原資 
本投資法人は、資本的支出について、基本的には毎期計上する減価償却の額の範

囲内で対応しますが、必要に応じて借入れ等により調達することがあります。 
 

c. 資本的支出計画策定プロセス 
毎期作成される年度運用計画において、資産運用会社は、賃借人の意見を参考に、

費用対効果分析を綿密に行って、大規模修繕計画等、資本的支出にかかる方針を策

定します。資本的支出の実行においては、可能な限り業者からの入札プロセスを採

用し、市場水準に比較して価格的及び質的に適切な内容となるよう努めます。 
 

(ニ) 付保方針 
a. 損害保険 

災害や事故等による建物等の損害又は第三者への損害賠償を担保するため、運用

資産のうち建物やその付帯施設・設備について火災保険、賠償責任保険等必要と判

断した保険を付保します。 
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b. 地震保険 
PML が 20％を超える建物やその付帯施設・設備及び地震保険の付保を検討する

べき特段の事情がある建物やその付帯施設・設備につき、災害による影響と損害保

険料等を比較検討して地震保険の付保を検討します。 
 

⑬ 売却方針 

原則として短期的な物件の売却は行いませんが、ポートフォリオ全体の構成、ニーズ

の変化、個別物件の状況、収益性の見通し、周辺環境の変化等を総合的に判断した結果、

当該物件の売却がポートフォリオの収益の安定に資するものと判断される場合には、適

切な時期での売却を検討することがあります。 
 

⑭ 年度運用計画 

本投資法人のアセットマネージャーたる役割を担う本資産運用会社は、その業務の一

つとして、賃借人のパフォーマンスのモニタリングを行うとともに、本投資法人の資産

ポートフォリオの年度運用計画（大規模改装工事計画等を含みます。）の策定を行い、

計画的な運用資産の運用を行います。 
(イ) 運用資産別のパフォーマンスのモニタリング 

本資産運用会社は、賃借人に対して、月別の売上予測の提供並びに月次の売上、

客室稼働率、ADR 及び RevPAR の実績の報告等を原則として求め、各施設のパフォ

ーマンスについて逐次モニタリングするように努めます。 
 

(ロ) 年度運用計画 
本資産運用会社は、本投資法人の資産ポートフォリオ全体について、本投資法人

の営業期間毎に、年度運用計画を策定し、計画的な運営管理を実施します。年度運

用計画は、各営業期間開始時点のポートフォリオ全体の運営予算及び運用資産別の

パフォーマンスに関する計画より構成され、各営業期間の開始までに投資運用委員

会及びコンプライアンス委員会による審議及び承認を経た後、取締役会で決定され

ます。 
 

(ハ) 年度運用計画の修正、検証 
a. 月次での検証 

本資産運用会社は、運用資産毎及びポートフォリオ全体での月次運営実績を検証

します。上記(イ)に基づく月次レポートのレビューにより、月次運営予算と実績に

乖離が見られる等、年度運用計画の見直しが必要と判断される場合には、速やかに

修正年度運用計画（期中運用計画）を策定します。なお、期中に資産の取得又は売

却を行った場合も同様とします。 
 

b. 営業期毎の検証 
本資産運用会社は、運用資産毎及びポートフォリオ全体の運用状況を分析し、そ

れを踏まえて、翌営業期間以降の年度運用計画を策定します。 
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⑮ 財務方針 
(イ) 基本方針 

本投資法人は、収益の確保と運用資産の着実な成長に資するため、計画的かつ効
率的な財務戦略を立案し、中長期にわたり安定的な財務基盤を構築することを目指
します。 

 
(ロ) エクイティ・ファイナンス 

新投資口の発行は、運用資産の長期的かつ安定的な成長を目的として機動的に行
います。その際には、経済環境や資本市場の動向、新たな運用資産の取得時期、及
び投資口の希薄化（新規投資口の追加発行による投資口の持分割合の低下及び投資
口 1 口当たりの純資産額又は分配金の減少）に十分配慮した上で総合的に判断する
ものとします。 

 
(ハ) デット・ファイナンス 

a. 安定性重視の財務方針 
主要金融機関を中心にバランスの取れたバンクフォーメーションを構築すること

を目指します。また、借入金の長期固定化と返済期限の分散による、安定性重視の
財務方針を採用します。 

 
b. LTV 水準 

LTV（本投資法人の総資産額のうち、投資法人債を含む借入金残高の割合）の水
準は財務健全性の確保のため、原則として 50％を上限とします。ただし、新たな資
産取得等に伴い、一時的に 50％を超えることがあります。 

 
c. アモチゼーション方針 

本投資法人が投資対象とする施設は立地の点から相対的に建物比率が大きくなる
傾向があり、営業期間毎に減価償却費として計上される金額が実際に必要とされる
資本的支出の金額を相当程度上回ることがあります。この一部を戦略的なアモチゼ
ーション（借入れの分割返済）に充てることにより、リファイナンスリスクの低減、
及び支払利息の負担軽減による運用収益の増加を目指すことがあります。 

 
d. 借入限度及び借入先 

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。なお、借入先は、金商法第 2 条第 3 項第 1 号に規
定する適格機関投資家（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 に規定する機
関投資家に限ります。）に限定されます。また、借入先については候補となる複数
の機関投資家と交渉の上、固定金利借入れの割合、約定弁済、借入期間、担保設定
の有無等の借入諸条件を、比較して決定します。 

 
e. 担保設定方針 

資金調達に際しては、本投資法人の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。 

 
f. 投資法人債 

金利の動向、資金調達コスト、支払金利の形態、調達先、調達期間及び債務の返
済・償還期日を総合的に勘案した上で、投資法人債の発行を行うことがあります。 

 
g. 短期投資法人債 

金利の動向、資金調達コスト、支払金利の形態、調達先、調達期間及び債務の返
済・償還期日を総合的に勘案した上で、短期投資法人債の発行を行うことがありま
す。 

 
⑯ 情報開示方針 

(イ)  本投資法人は、資産運用にあたり、常に投資家の視点に立ち、迅速、正確かつ公
平に情報を開示することに努めます。 

(ロ)  投資家に開示すべき情報の集約体制を整え、これを維持することに努めます。 
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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、中長期的な観点から、着実な成長と安定した収益の確保を目指し、後

記(イ)に掲げる不動産等及び後記(ロ)に掲げる不動産対応証券を主たる投資対象として、

運用資産の運用を行うものとします（規約第 28 条）。 
(イ) 不動産等 

a. 不動産 
b. 不動産の賃借権 
c. 地上権 
d. 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（不動産に付随する

金銭と合せて信託する包括信託を含みます。） 
e. 信託財産を不動産、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 
f. 当事者の一方が相手方の行う前記 a.から e.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. 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 
h. 外国の法令に基づく前記 a.又は b.及び c.に掲げる資産及び外国の法令に準拠して

組成された前記 d.から g.に掲げる資産 
 

(ロ) 不動産対応証券（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。）に定めるものをいいま

す。） 
b. 受益証券（投信法に定めるものをいいます。） 
c. 投資証券（投信法に定めるものをいいます。） 
d. 特定目的信託の受益証券（資産流動化法に定めるものをいいます。）（前記

(イ)d.、 e.又は g.に掲げる資産に該当するもの及び同 f.に掲げる資産のうち、同 d.、
e.又は g.に掲げる資産に投資するものを除きます。） 

 
(ハ) 本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に

投資します。 
a. 預金 
b. コール･ローン 
c. 金銭債権（ただし、前記 a.及び b.を除きます。） 
d. 国債証券 
e. 地方債証券 
f. 特別の法律により法人の発行する債券（金融商品取引法に定めるものをいいま

す。） 
g. 資産流動化法に定める特定社債券 
h. 社債券 
i. 株券（実質的に不動産等若しくは不動産対応証券に投資することを目的とするも

の又は不動産等若しくは不動産対応証券への投資に付随し若しくは関連して取得

するものに限ります。） 
j. 公社債投資信託の受益証券（投信法に定める証券投資信託の受益証券のうち､前記

d.、 e.若しくは h.又は後記 l.若しくは m.に掲げる資産等への投資として運用する

ことを目的としたものをいいます。） 
k. 投信法に定める投資法人債券 
l. コマーシャル・ペーパー 
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m. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
n. 信託財産を前記 a.から m.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目

的とした金銭の信託の受益権 
o. デリバティブ取引に係る権利（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。）において定めるものをいいま

す。） 
 

(ニ) 本投資法人は、前記(イ)、(ロ)及び(ハ)に定める特定資産のほか、不動産等又は不

動産対応証券への投資に付随して取得する次に掲げる権利に投資します。 
a. 商標法（昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含みます。）に定める商標権又

はその専用使用権若しくは通常使用権 
b. 温泉法（昭和 23 年法律第 125 号。その後の改正を含みます。）に定める温泉の源

泉を利用する権利、観光施設財団抵当法（昭和 43 年法律第 91 号。その後の改正

を含みます。）に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められ

る温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等 
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含

みます。）に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権（温室効

果ガスに関する排出権を含みます。） 
d. 不動産等に付随する器具備品等の民法（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。）上の動産 
e. 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。）に定める著作権

等 
f. 民法上の組合の出資持分（ただし、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資す

ることにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限りま

す。） 
g. 地役権 
h. 資産流動化法に定める特定出資 
i. 会社法に定める合同会社の社員たる地位 
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号。その後の

改正を含みます。）に定める一般社団法人の基金拠出者の地位（基金返還請求権

を含みます。） 
k. 信託財産として a.から j.に掲げる資産を信託する信託の受益権 
l. 各種保険契約に係る権利 
m. その他、本投資法人の保有に係る不動産等又は不動産対応証券の運用に必要なも

のとして、本投資法人の投資口を表示する投資証券を上場する金融商品取引所等

が認めるもの 
 

(ホ) 金融商品取引法第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示

する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみ

なして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。 
 

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 ⑨ 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は特に設けません。なお、投資基準に

ついては、前記「(1) 投資方針 ⑨ 投資基準」をご参照下さい。 
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③ 取得予定資産の概要 

本投資法人は、本募集の対象となる投資口の発行により調達した資金及び借入金によ

り、取得予定資産を取得することを予定しています。 
本投資法人は、取得予定資産について、平成 26 年 4 月 4 日付で、各取得予定資産の現

所有者（以下「売主」といいます。）との間で新投資口の発行又は資金の借入れにより

必要資金の調達を完了したこと等を売買代金支払の前提条件（以下「本前提条件」とい

います。）とする不動産売買契約（以下「本件売買契約」といいます。）を締結してい

ます。 
本件売買契約には、売主又は買主が本件売買契約に違反し、違反により本件売買契約

の目的を達成することができない場合に、催告の上契約の解除ができ、違反した当事者

は、相手方に対し、違約金として売買代金から消費税及び地方消費税相当額を除いた金

額の 20％相当額を支払う旨の定めがあります。 
ただし、取得予定資産のうち、「星のや 京都」、「界 阿蘇」及び「界 川治」につい

ては、本前提条件が成就しない場合には、本投資法人は、違約金を負担することなく本

件売買契約を解除できるものとされています。また、取得予定資産のうち、ロードサイ

ド型ホテル 21 物件については、本件売買契約において、本前提条件が成就しない場合に

は、本投資法人は、売主又はその関係者が本件売買契約及びその関連契約の締結及び履

行のために合理的に負担した費用相当額を一定範囲で補償することにより（ただし、当

該資金調達を完了することができなかったことについて、売主又はその関係者に帰責事

由がある場合を除きます。）、本件売買契約を解除できるものとされています。したが

って、本募集又は資金の借入れ等が完了できずに本件売買契約上の代金支払義務を履行

できない場合において、本投資法人の財務及び分配金等に直接的に重大な悪影響を与え

る可能性は低いと考えています。 
なお、取得予定資産のうち、「星のや 京都」及び「界 川治」の売主は、本資産運用

会社の自主ルールである利害関係人等取引規程に定める利害関係人等に該当することか

ら、本資産運用会社は、利害関係人等取引規程その他の社内規程に基づき、必要な審議

及び決議を経ています。本資産運用会社の自主ルールである利害関係人等取引規程につ

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 利害関係人等

取引規程」をご参照下さい。 
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(イ) 取得予定資産の概要 
取得予定資産の物件名称、取得予定価格、不動産鑑定評価額、対不動産鑑定評価

額、売主及び取得予定年月日は、以下のとおりです。 
 

分類 
(注 1) 

物件 
番号 
(注 2) 

物件名称 

取得予定 
価格 

（百万円） 
(注 3) 

不動産 
鑑定 

評価額 
（百万円）

(注 4) 

対不動産

鑑定 
評価額 
（％） 
(注 5) 

売主 
取得予定 
年月日 

星 
の 
や 

H-2 星のや 京都 2,785 2,930 95.1 株式会社嵐山温泉嵐峡舘 平成 26 年 5 月 2 日

小計 2,785 2,930 95.1 － － 

界 

K-5 界 阿蘇 575 639 90.0 株式会社オーバル 平成 26 年 5 月 2 日

K-6 界 川治 1,000 1,100 90.9
株式会社星野リゾート・ 
マネジメント 

平成 26 年 5 月 2 日

小計 1,575 1,739 90.6 － － 

そ 
の 
他 

O-1 
チサンイン  
塩尻北インター 

672 743 90.4
ライジング・サン第 2 号 A 
特定目的会社 

平成 26 年 5 月 2 日

O-2 
チサンイン  
佐野藤岡インター 

742 845 87.8
ライジング・サン第 2 号 A 
特定目的会社 

平成 26 年 5 月 2 日

O-3 
チサンイン  
諏訪インター 

658 728 90.4
ライジング・サン第 2 号 A 
特定目的会社 

平成 26 年 5 月 2 日

O-4 
チサンイン  
豊川インター 

602 665 90.5
ライジング・サン第 2 号 A 
特定目的会社 

平成 26 年 5 月 2 日

O-5 
チサンイン  
鳥栖 

504 558 90.3 SC26 有限会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-6 
チサンイン  
千葉浜野Ｒ16 

798 947 84.3
株式会社鹿児島ホテル 
ホールディングス 

平成 26 年 5 月 2 日

O-7 
チサンイン  
熊本御幸笛田 

616 675 91.3
株式会社鹿児島ホテル 
ホールディングス 

平成 26 年 5 月 2 日

O-8 
チサンイン  
宇都宮鹿沼 

714 769 92.8 SC26 有限会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-9 
チサンイン  
福井 

644 702 91.7 SC26 有限会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-10 
チサンイン  
福島西インター 

672 714 94.1 SC26 有限会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-11 
チサンイン  
新潟中央インター 

630 686 91.8 SC26 有限会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-12 
チサンイン  
大村長崎空港 

630 688 91.6 SC58 株式会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-13 
チサンイン  
ひたちなか 

742 851 87.2 SC58 株式会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-14 
チサンイン  
土浦阿見 

770 886 86.9
株式会社リージョナル 
ホテルズ・マネジメント 

平成 26 年 5 月 2 日

O-15 
チサンイン  
甲府石和 

658 723 91.0 SC58 株式会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-16 
チサンイン  
丸亀善通寺 

588 631 93.2 SC58 株式会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-17 
チサンイン  
宗像 

504 536 94.0 SC58 株式会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-18 
チサンイン  
岩手一関インター 

700 738 94.9 SC58 株式会社 平成 26 年 5 月 2 日

O-19 
チサンイン  
軽井沢 

812 898 90.4
株式会社リージョナル 
ホテルズ・マネジメント 

平成 26 年 5 月 2 日

O-20 
チサンイン  
姫路夢前橋 

616 672 91.7 有限会社チサンホテル関西 平成 26 年 5 月 2 日

O-21 
チサンイン  
倉敷水島 

728 789 92.3 SC58 株式会社 平成 26 年 5 月 2 日

小計 14,000 15,444 90.7 － － 

合計 18,360 20,113 91.3 － － 
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(注 1) 「分類」は、本投資法人が投資対象とする資産のブランドの別に従い「星のや」、「リゾナーレ」、「界」及び

「その他」の 4 つの分類のいずれかを記載しています。 
(注 2) 「物件番号」は、本投資法人が投資対象とする資産のブランドの別に従い「星のや」、「リゾナーレ」、「界」及

び「その他」の 4 つに分類し、分類毎に番号を付したものです。以下同じです。 
(注 3) 「取得予定価格」は、本件売買契約に記載された各物件の売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の

諸費用を含みません。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。 
(注 4) 各物件の鑑定評価については、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社に委託しており、「不動産

鑑定評価額」には、平成 26 年 1 月 31 日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額を記載して

います。 
(注 5) 「対不動産鑑定評価額」は、各物件の取得予定価格を不動産鑑定評価額で除した値をいい、記載しています。なお、

小計欄又は合計欄には、取得予定価格の合計を不動産鑑定評価額の小計又は合計で除した値を記載しています。 
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(ロ) 取得予定資産取得後の本投資法人のポートフォリオの概要 
  a.  取得価格及び投資比率等 

分類 
物件 
番号 

 
物件名称 

取得（予定）

価格 
（百万円）

投資比率 
（％） 
(注 1) 

不動産鑑定

評価額 
（百万円）

(注 2) 

鑑定 
評価機関 

(注 3) 

担保 
設定 

保有資産 

星のや 
H-1 星のや 軽井沢 

7,600
(注 4)

22.8 9,160 NV 有(注 6) 

小計 7,600 22.8 9,160 － － 

リゾナ

ーレ 

R-1 リゾナーレ 八ヶ岳 4,500 13.5 5,190 NV 有(注 7) 

小計 4,500 13. 5 5,190 － － 

界 

K-1 界 松本 600 1.8 687 MSK 有(注 7) 

K-2 界 出雲 680 2.0 737 MSK 有(注 7) 

K-3 界 伊東 670 2.0 717 MSK 有(注 7) 

K-4 界 箱根 
950

(注 5)
2.8 1,090 MSK 有(注 7) 

小計 2,900 8.7 3,231 － － 

中計 15,000 45.0 17,581 － － 

取得予定資産 

星のや 
H-2 星のや 京都 2,785 8.3 2,930 NV 有(注 8) 

小計 2,785 8.3 2,930 － － 

界 

K-5 界 阿蘇 575 1.7 639 MSK 有(注 8) 

K-6 界 川治 1,000 3.0 1,100 MSK 有(注 8) 

小計 1,575 4.7 1,739 － － 

その他 

O-1 
チサンイン  
塩尻北インター 

672 2.0 743 NV 有(注 8) 

O-2 
チサンイン  
佐野藤岡インター 

742 2.2 845 MSK 有(注 8) 

O-3 
チサンイン  
諏訪インター 

658 2.0 728 NV －(注 8) 

O-4 
チサンイン  
豊川インター 

602 1.8 665 NV －(注 8) 

O-5 
チサンイン  
鳥栖 

504 1.5 558 NV －(注 8) 

O-6 
チサンイン  
千葉浜野Ｒ16 

798 2.4 947 MSK 有(注 8) 

O-7 
チサンイン  
熊本御幸笛田 

616 1.8 675 NV －(注 8) 

O-8 
チサンイン  
宇都宮鹿沼 

714 2.1 769 MSK 有(注 8) 

O-9 
チサンイン  
福井 

644 1.9 702 NV －(注 8) 

O-10 
チサンイン  
福島西インター 

672 2.0 714 MSK －(注 8) 

O-11 
チサンイン  
新潟中央インター 

630 1.9 686 NV －(注 8) 

O-12 
チサンイン  
大村長崎空港 

630 1.9 688 NV －(注 8) 

O-13 
チサンイン  
ひたちなか 

742 2.2 851 MSK 有(注 8) 

O-14 
チサンイン  
土浦阿見 

770 2.3 886 MSK 有(注 8) 
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分類 
物件 
番号 

 
物件名称 

取得（予定）

価格 
（百万円）

投資比率 
（％） 
(注 1) 

不動産鑑定

評価額 
（百万円）

(注 2) 

鑑定 
評価機関 

(注 3) 

担保 
設定 

その他 

O-15 
チサンイン  
甲府石和 

658 2.0 723 NV －(注 8) 

O-16 
チサンイン  
丸亀善通寺 

588 1.8 631 NV －(注 8) 

O-17 
チサンイン  
宗像 

504 1.5 536 NV －(注 8) 

O-18 
チサンイン  
岩手一関インター 

700 2.1 738 MSK －(注 8) 

O-19 
チサンイン  
軽井沢 

812 2.4 898 NV 有(注 8) 

O-20 
チサンイン  
姫路夢前橋 

616 1.8 672 NV －(注 8) 

O-21 
チサンイン  
倉敷水島 

728 2.2 789 NV 有(注 8) 

小計 14,000 42.0 15,444 － － 

中計 18,360 55.0 20,113 － － 

合計 33,360 100.0 37,694 － － 
 
(注 1) 「投資比率」は、取得（予定）価格の合計に占める各物件の取得（予定）価格の割合を記載しています。 
(注 2) 各物件の鑑定評価については、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社に委託しており、保有資産について

は平成 25 年 10 月 31 日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価額を、取得予定資産については平成 26 年 1
月 31 日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価額を記載しています。 

(注 3) 「鑑定評価機関」は、上表において略称により記載しています。各鑑定評価機関の略称は以下のとおりです。 
NV：日本ヴァリュアーズ株式会社 
MSK：森井総合鑑定株式会社 

(注 4) 「星のや 軽井沢」の取得価格は、売買代金に借地権設定者に対し支払った借地権設定に係る権利金 500,000,000 円を加算し

た金額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。 
(注 5)  平成 25 年 11 月 29 日付で本投資法人が株式会社星野リゾート・マネジメントより隣地を 120,000 円で取得しています。なお、

当該金額は、取得価格には含めていますが、不動産鑑定評価額には、その価格時点が当該隣地の取得前である平成 25 年 10
月 31 日のため、含まれていません。以下同じです。 

(注 6) 建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しています。 
(注 7) 所有権を保有している土地及び建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権

を設定しています。 
(注 8) 本借入れに関し金融機関が発行した融資関心表明書が参照するタームシート上、本投資法人は、不動産鑑定評価額の合計額

が、貸付元本総額の一定金額（かかる金額につき、本投資法人と金融機関は今後合意を行う予定です。）以上となる不動産

等に対して担保権を設定する必要があるものとされています。これに基づき、本投資法人は、取得予定資産のうち、所有権

を保有することを予定している土地及び建物の一部に根抵当権を設定する予定であり、本書の日付現在、本投資法人が土地

及び建物に根抵当権を設定すると想定している物件には「有」と記載しています。また、本書の日付現在、本投資法人は、

全ての取得予定資産の建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定することを想定しています。実際

の担保の設定対象は、本借入れに関する契約の締結時に確定する予定であり、上記の内容と取得予定資産取得後における実

際の担保の設定内容は異なる可能性があります。 
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b.  所在地、面積、規模等 

分類 物件 
番号 物件名称 所在地 土地面積

（㎡） 
建物面積

（㎡） 建築時期 

年間固定

賃料 
（百万円）

(注 1) 

賃貸面積 
（㎡） 
(注 2) 

賃貸可能

面積 
（㎡） 
(注 2) 

テナント

数 
（転貸借）

(注 3) 

総客

室数

（室）

保有資産 

星のや 
H-1 星のや  

軽井沢 

長野県 
北佐久郡 
軽井沢町 
（中部 
地方） 

73,688.42
(注 4)

11,638.45

平成 14 年 2 月

（トンボの湯・

村民食堂）／平

成 17 年 4 月

（星のや）／平

成 21 年 6 月

（ハルニレテラ

ス）

600 11,638.45 11,638.45 1
(13)

77

小計 73,688.42 11,638.45 － 600 11,638.45 11,638.45 1
(13)

77

リゾ 
ナーレ 

R-1 リゾナーレ 
八ヶ岳 

山梨県 
北杜市 
（中部 
地方） 

75,831.81
(注 5)

33,853.45

平成 4 年 6 月

（ホテル・プー

ル）／平成 16
年 4 月（チャペ

ル・機械室）

525 33,853.45 33,853.45 1
(16)

172

小計 75,831.81 33,853.45 － 525 33,853.45 33,853.45 1
(16)

172

界 

K-1 界 松本 

長野県 
松本市 
（中部 
地方） 

3,340.67 4,056.12 平成 11 年 11 月 75 4,056.12 4,056.12 1
(0)

26

K-2 界 出雲 

島根県 
松江市 
（中国・ 
四国 
地方） 

11,321.56
(注 6)

3,909.02
不明（旧館）

(注 7)／平成 9
年 7 月（新館）

75 3,909.02 3,909.02 1
(0)

24

K-3 界 伊東 

静岡県 
伊東市 
（中部 
地方） 

4,899.97 7,473.91
不明(注 7)／平

成 7 年 11 月

（増築） 
80 7,473.91 7,473.91 1

(0)
34

K-4 界 箱根 

神奈川県 
足柄下郡 
箱根町 
（関東 
地方） 

9,723.04 4,649.67 昭和 62 年 7 月 95 4,649.67 4,649.67 1
(0)

31

小計 29,285.24 20,088.72 － 325 20,088.72 20,088.72 4
(0)

115

中計 178,805.47 65,580.62 － 1,450 65,580.62 65,580.62 6
(29)

364

取得予定資産 

星のや 
H-2 星のや 京都 

京都府 
京都市 
（近畿 
地方） 

9,681.98 2,626.15
不明（平成 21
年 10 月改修） 

197 2,626.15 2,626.15 
1

(0)
25

小計 9,681.98 2,626.15 － 197 2,626.15 2,626.15 
1

(0)
25

界 

K-5 界 阿蘇 

大分県 
玖珠郡 
九重町 
（九州・ 
沖縄 
地方） 

26,673.00 1,543.53 平成 18 年 4 月 46 1,543.53 1,543.53 
1

(0)
12

K-6 界 川治 

栃木県 
日光市 
（関東 
地方） 

8,671.47
(注 8)

8,190.38 平成 6 年 9 月 110 8,190.38 8,190.38 
1

(0)
54

小計 35,344.47 9,733.91 － 157 9,733.91 9,733.91 
2

(0)
66
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分類 物件 
番号 物件名称 所在地 土地面積

（㎡） 
建物面積

（㎡） 建築時期 

年間固定

賃料 
（百万円）

(注 1) 

賃貸面積 
（㎡） 
(注 2) 

賃貸可能

面積 
（㎡） 
(注 2) 

テナント

数 
（転貸借）

(注 3) 

総客

室数

（室）

その他 

O-1 
チサンイン 
塩尻北インタ

ー 

長野県 
塩尻市 
（中部 
地方） 

4,292.64 2,100.47

平成 19 年 3 月

（チサンイン 
塩尻北インタ

ー） 
／平成 20 年 1
月（飲食店舗）

48 2,100.47 2,100.47 
1

(1)
92

O-2 
チサンイン 
佐野藤岡イン

ター 

栃木県 
佐野市 
（関東 
地方） 

2,894.40 1,968.91 平成 18 年 10 月 52 1,968.91 1,968.91 
1

(0)
92

O-3 
チサンイン 
諏訪インター 

長野県 
諏訪市 
（中部 
地方） 

2,858.11 1,944.94 平成 18 年 10 月 46 1,944.94 1,944.94 
1

(0)
92

O-4 
チサンイン 
豊川インター 

愛知県 
豊川市 
（中部 
地方） 

2,607.19 2,040.09 平成 19 年 8 月 42 2,040.09 2,040.09 
1

(0)
94

O-5 
チサンイン  
鳥栖 

佐賀県 
鳥栖市 
（九州・ 
沖縄 
地方） 

2,374.09 1,968.02 平成 19 年 7 月 36 1,968.02 1,968.02 
1

(0)
92

O-6 
チサンイン  
千葉浜野Ｒ16 

千葉県 
千葉市 
（関東 
地方） 

2,470.00 2,023.29 平成 19 年 7 月 57 2,023.29 2,023.29 
1

(0)
94

O-7 
チサンイン  
熊本御幸笛田 

熊本県 
熊本市 
（九州・ 
沖縄 
地方） 

2,877.99 2,094.77 平成 19 年 10 月 43 2,094.77 2,094.77 
1

(0)
98

O-8 
チサンイン  
宇都宮鹿沼 

栃木県 
宇都宮市 
（関東 
地方） 

2,658.08 2,094.16 平成 19 年 12 月 51 2,094.16 2,094.16 
1

(0)
98

O-9 
チサンイン  
福井 

福井県 
福井市 
（中部 
地方） 

2,680.57 2,094.01 平成 19 年 12 月 45 2,094.01 2,094.01 
1

(0)
98

O-10 
チサンイン  
福島西インタ

ー 

福島県 
福島市 
（ 北 海

道・東北

地方） 

4,728.00 2,094.01 平成 20 年 2 月 48 2,094.01 2,094.01 
1

(0)
98

O-11 
チサンイン  
新潟中央イン

ター 

新潟県 
新潟市 
（中部 
地方） 

3,177.86 2,094.16 平成 20 年 4 月 45 2,094.16 2,094.16 
1

(0)
98

O-12 
チサンイン  
大村長崎空港 

長崎県 
大村市 
（九州・ 
沖縄 
地方） 

2,781.68 1,968.02 平成 20 年 5 月 45 1,968.02 1,968.02 
1

(0)
92

O-13 
チサンイン  
ひたちなか 

茨城県 
ひたちな

か市 
（関東 
地方） 

2,284.84 1,968.30 平成 20 年 12 月 52 1,968.3 1,968.3 
1

(0)
92

O-14 
チサンイン  
土浦阿見 

茨城県 
稲敷郡 
西郷 
（関東 
地方） 

2,963.49 1,968.03 平成 20 年 9 月 54 1,968.03 1,968.03 
1

(0)
92
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分類 物件 
番号 物件名称 所在地 土地面積

（㎡） 
建物面積

（㎡） 建築時期 

年間固定

賃料 
（百万円）

(注 1) 

賃貸面積 
（㎡） 
(注 2) 

賃貸可能

面積 
（㎡） 
(注 2) 

テナント

数 
（転貸借）

(注 3) 

総客

室数

（室）

その他 

O-15 
チサンイン  
甲府石和 

山梨県 
笛吹市 
（中部 
地方） 

3,357.07 1,968.47 平成 21 年 10 月 46 1,968.47 1,968.47 
1

(0)
92

O-16 
チサンイン  
丸亀善通寺 

香川県 
丸亀市 
（中国・ 
四国 
地方） 

2,447.29 2,094.16 平成 21 年 10 月 42 2,094.16 2,094.16 
1

(0)
98

O-17 
チサンイン  
宗像 

福岡県 
宗像市 
（九州・ 
沖縄 
地方） 

3,015.37 2,094.16 平成 20 年 12 月 36 2,094.16 2,094.16 
1

(0)
98

O-18 
チサンイン  
岩手一関イン

ター(注 9) 

岩手県 
一関市 
（ 北 海

道・東北

地方） 

3,633.00 1,968.02 平成 21 年 1 月 49
1,968.02 

(注 10) 
1,968.02 

(注 10) 
1

(1)
92

O-19 
チサンイン  
軽井沢 

長野県 
北佐久郡 
軽井沢町 
（中部 
地方） 

4,226.44 1,917.10 平成 21 年 7 月 57 1,917.1 1,917.1 
1

(0)
90

O-20 
チサンイン  
姫路夢前橋 

兵庫県 
姫路市 
西夢前台 
（近畿 
地方） 

2,413.68 2,406.95 平成 21 年 2 月 43 2,406.95 2,406.95 
1

(0)
98

O-21 
チサンイン  
倉敷水島 

岡山県 
倉敷市 
（中国・ 
四国 
地方） 

2,876.06 2,094.16 平成 21 年 10 月 51 2,094.16 2,094.16 
1

(0)
98

小計 63,617.85 42,964.20 － 999 42,964.20 42,964.20 
21
(2)

1,988

中計 108,644.30 55,324.26 － 1,353 55,324.26 55,324.26 
24
(2)

2,079

合計 287,449.77 120,904.88 － 2,803 120,904.88 120,904.88 
30

(31)
2,443

(注 1) 保有資産については平成 25 年 12 月 31 日現在有効な賃貸借契約に、取得予定資産については取得予定日に効力を有する予定
の賃貸借契約に、それぞれ基づき記載しています。上記各物件について締結され又は締結される予定の賃貸借契約において、
賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「年間固定賃料」欄には、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）
を 12 倍して年換算した金額を記載しています。ただし、「星のや 京都」及び「界 阿蘇」については平成 26 年 5 月 2 日から
平成 27 年 4 月 30 日まで、「界 川治」については平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 10 月 31 日までに限定した割増しの固定
賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。割増期間経過後の固定賃料は上記表記載の金額より減少します。
なお、ホテル、旅館及び付帯施設の売上げが一定金額に満たない場合には、変動賃料は生じません。また、上記各賃借人との
賃貸借契約において、変動賃料の起算日は、保有資産について平成 26 年 5 月 1 日（第 3 期）、「星のや 京都」及び「界 阿
蘇」について平成 27 年 5 月 1 日（第 5 期）、「界 川治」について平成 27 年 11 月 1 日（第 6 期）とされているため、当該日
以前は、ホテル、旅館及び付帯施設の売上げの金額にかかわらず、変動賃料は生じません。以下同じです。 

(注 2) 保有資産については平成 25 年 12 月 31 日現在有効な賃貸借契約に、取得予定資産については取得予定日に効力を有する予
定の賃貸借契約に、それぞれ基づき記載しています。全ての物件の稼働率は 100.0％です。 

(注 3) テナント数（転貸借）の小計、中計及び合計は、保有資産については平成 25 年 12 月 31 日現在の、取得予定資産については取得
予定日に予定されている延べテナント数を記載しており、括弧内は保有資産については本投資法人から当該物件を賃借している
者から転貸を受けている者の数を、取得予定資産については本投資法人から当該物件を賃借する予定の者から転貸を受ける予定
の者の数を、それぞれ記載しています。なお、「チサンイン 岩手一関インター」のテナント数（括弧内を除きます。）について
は、取得予定日において、建物に関する賃貸借契約と土地の一部に関する賃貸借契約の合計 2 件の賃貸借契約に基づくテナント
が存在しますが、両賃貸借契約において賃借するテナントは同一であるため、テナント数は 1 と記載しています。 

(注 4) 本投資法人は、建物のみを所有し、土地は所有していません。当該土地については、所有者から賃借しています。 
(注 5) 本投資法人は、当該土地の一部（20,557.00 ㎡）のみを所有し、その他の部分（55,274.81 ㎡）を所有者から賃借しています。 
(注 6) 本投資法人は、当該土地の一部（2,966.21 ㎡）を所有者から賃借しています。 
(注 7) 本投資法人は、前所有者から資料を受領していないため、不明です。 
(注 8) 売主は、当該土地の一部（696.95 ㎡）を第三者より賃借しています。 
(注 9) 「チサンイン 岩手一関インター」については、取得予定日に効力を有する予定の賃貸借契約は、当該物件の建物に関するも

のと土地の一部に関するものの合計 2 件であり、当該建物の賃貸借契約の賃料（以下、本注記において「本建物賃料」といい
ます。）は、固定賃料及び変動賃料により構成され、また、当該土地の賃貸借契約の賃料（以下、本注記において「本借地
料」といいます。）は、固定賃料により構成されています。ただし、これらの賃貸借契約においては、本借地料が支払われた
場合には、同額が本建物賃料から控除される旨が合意されているため、当該物件の固定賃料の額は、当該建物の賃貸借契約に
定める固定賃料の額を超えることがありません。したがって、「チサンイン 岩手一関インター」の年間固定賃料額は、当該
建物の賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。以下同じです。 

(注 10) 「チサンイン 岩手一関インター」については、取得予定日に効力を有する予定の賃貸借契約は、当該物件の建物に関する
ものと土地の一部に関するものの合計 2 件ですが、「賃貸面積」欄及び「賃貸可能面積」欄には、当該建物に関する賃貸
面積及び賃貸可能面積を記載しています。以下同じです。 
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c.  不動産鑑定評価書の概要 

分類 
物件 
番号 

運用資産 
（物件名称） 

鑑定評

価機関 
(注 1) 

鑑定 
評価額 

（百万円）

収益価格 

鑑定 NOI
（百万円）

(注 2) 

鑑定 NOI
利回り 
（％） 
(注 3) 

直接還元法 DCF 法 

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 

（百万円）

割引率 
（％） 

終還元

利回り 
（％） 

保有資産 

星のや 
H-1 

星のや  
軽井沢 

NV 9,160 9,630 5.7 9,160 5.7 6.2 561 7.4

小計 9,160 9,630 － 9,160 － － 561 7.4

リゾナ

ーレ 

R-1 
リゾナーレ  
八ヶ岳 

NV 5,190 5,410 6.0 5,190 6.0 6.5 438 9.7

小計 5,190 5,410 － 5,190 － － 438 9.7

界 

K-1 界 松本 MSK 687 696 6.3 677 6.0 6.6 60 10.0

K-2 界 出雲 MSK 737 748 6.5 726 6.2 6.8 58 8.6

K-3 界 伊東 MSK 717 727 6.3 706 6.0 6.6 62 9.3

K-4 界 箱根 MSK 1,090 1,110 6.2 1,070 5.9 6.5 83 8.7

小計 3,231 3,281 － 3,179 － － 263 9.1

中計 17,581 18,321 － 17,529 － － 1,261 8.4

取得予定資産 

星のや 
H-2 

星のや  
京都 

NV 2,930 2,950 6.4 2,900 6.0 6.8 190 6.8

小計 2,930 2,950 － 2,900 － － 190 6.8

界 

K-5 界 阿蘇 MSK 639 646 6.5 632 6.3 6.7 45 7.9

K-6 界 川治 MSK 1,100 1,110 6.3 1,080 6.1 6.5 86 8.6

小計 1,739 1,756 － 1,712 － － 132 8.4

その他 

O-1 
チサンイン  
塩尻北インタ

ー 
NV 743 746 6.4 739 6.2 6.6 49 7.4

O-2 
チサンイン  
佐野藤岡イン

ター 
MSK 845 853 6.3 836 6.1 6.5 56 7.5

O-3 
チサンイン  
諏訪インター 

NV 728 731 6.5 725 6.3 6.7 49 7.5

O-4 
チサンイン  
豊川インター 

NV 665 668 6.4 662 6.2 6.6 44 7.4

O-5 
チサンイン  
鳥栖 

NV 558 562 6.5 553 6.3 6.8 38 7.6

O-6 
チサンイン  
千葉浜野Ｒ16 

MSK 947 957 6.0 936 5.8 6.2 59 7.4

O-7 
チサンイン  
熊本御幸笛田 

NV 675 677 6.6 672 6.4 6.8 46 7.5

O-8 
チサンイン  
宇都宮鹿沼 

MSK 769 776 6.5 761 6.3 6.7 52 7.4

O-9 
チサンイン  
福井 

NV 702 705 6.7 698 6.5 6.9 49 7.6

O-10 
チサンイン  
福島西インタ

ー 
MSK 714 721 6.6 707 6.4 6.8 50 7.4

O-11 
チサンイン  
新潟中央イン

ター 
NV 686 689 6.5 682 6.3 6.7 47 7.4

O-12 
チサンイン  
大村長崎空港 

NV 688 691 6.5 684 6.3 6.7 47 7.4

O-13 
チサンイン  
ひたちなか 

MSK 851 860 6.3 842 6.1 6.5 56 7.6

O-14 
チサンイン  
土浦阿見 

MSK 886 895 6.3 877 6.1 6.5 58 7.6
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分類 
物件 
番号 

運用資産 
（物件名称） 

鑑定評

価機関 
(注 1) 

鑑定 
評価額 

（百万円）

収益価格 

鑑定 NOI
（百万円）

(注 2) 

鑑定 NOI
利回り 
（％） 
(注 3) 

直接還元法 DCF 法 

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 

（百万円）

割引率 
（％） 

終還元

利回り 
（％） 

その他 

O-15 
チサンイン  
甲府石和 

NV 723 727 6.6 719 6.4 6.8 50 7.6

O-16 
チサンイン  
丸亀善通寺 

NV 631 634 6.7 628 6.5 6.9 44 7.5

O-17 
チサンイン  
宗像 

NV 536 540 6.6 532 6.4 6.9 38 7.4

O-18 
チサンイン  
岩手一関イン

ター 
MSK 738 745 6.6 731 6.4 6.8 51 7.3

O-19 
チサンイン  
軽井沢 

NV 898 902 6.5 893 6.3 6.7 60 7.4

O-20 
チサンイン  
姫路夢前橋 

NV 672 675 6.7 669 6.5 6.9 47 7.7

O-21 
チサンイン  
倉敷水島 

NV 789 792 6.5 786 6.3 6.7 53 7.3

小計 15,444 15,546 － 15,332 － － 1,046 7.5

中計 20,113 20,252 － 19,944 － － 1,367 7.4

合計 37,694 38,573 － 37,473 － － 2,628 7.9

(注 1) 「鑑定評価機関」は、上表において略称により記載しています。各鑑定評価機関の略称は以下のとおりです。 
NV：日本ヴァリュアーズ株式会社 
MSK：森井総合鑑定株式会社 

(注 2) 「鑑定 NOI」とは、不動産鑑定評価書に記載された運営収益から運営費用を控除した運営純収益（Net Operating Income）を

いい、減価償却費を控除する前の収益です。運営純収益（Net Operating Income）から敷金等の運用益や資本的支出を控除し

た NCF（純収益、Net Cash Flow）とは異なります。上記鑑定 NOI は直接還元法による NOI です。なお、「鑑定 NOI」は、

百万円未満を四捨五入して記載しています。 
(注 3) 「鑑定 NOI 利回り」は、鑑定 NOI を取得（予定）価格で除して本資産運用会社が算出した数値を記載しています。ただし、

小計欄、中計欄又は合計欄の数値は、鑑定 NOI の小計、中計又は合計を取得（予定）価格の小計、中計又は合計で除して本

資産運用会社が算出した数値を記載しています。かかる数値は、いずれも本資産運用会社が算出したものであり、不動産鑑

定評価書に記載されている数値ではありません。 
(注 4) 保有資産については平成 25 年 10 月 31 日を価格時点とする、取得予定資産については平成 26 年 1 月 31 日を価格時点とす

る、各不動産鑑定評価書に基づき記載しています。 
(注 5) 不動産鑑定評価書は、一定時点における評価者たる鑑定評価機関の判断と意見であり、その内容の妥当性、正確性及び当該

鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。なお、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会

社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。 
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d.  建物状況評価報告書の概要 
本投資法人は、各保有資産及び取得予定資産について、建物検査、関連法規の遵

守、修繕費評価及び環境アセスメント等に関する建物状況評価報告書（建物エンジ

ニアリングレポート）を株式会社アセッツアールアンドディー、株式会社ケーディ

ーアンドパートナーズ及びデロイトトーマツ PRS 株式会社より取得しています。建

物状況評価報告書（建物エンジニアリングレポート）の記載は一定時点における報

告者の意見を示したものに留まり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保

証するものではありません。なお、株式会社アセッツアールアンドディー、株式会

社ケーディーアンドパートナーズ及びデロイトトーマツ PRS 株式会社と本投資法人

及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。 

物件 
番号 

物件名称 調査業者 調査年月日 
短期修繕費 
（千円） 

(注 1)(注 2) 

長期修繕費

（年平均）

（千円） 
(注 1)(注 3)

保有資産 

H-1 星のや 軽井沢 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 36,084

R-1 リゾナーレ 八ヶ岳 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 179,604

K-1 界 松本 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 23,767

K-2 界 出雲 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 14,766

K-3 界 伊東 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 24,469

K-4 界 箱根 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 21,332

小計 － 300,022

取得予定資産 

H-2 星のや 京都 
株式会社アセッツア

ールアンドディー 
平成 26 年 3 月 20 日 － 6,754

K-5 界 阿蘇 
株式会社ケーディー

アンドパートナーズ
平成 26 年 3 月 20 日 － 5,391

K-6 界 川治 
株式会社アセッツア

ールアンドディー 
平成 26 年 3 月 20 日 － 24,832

O-1 
チサンイン  
塩尻北インター 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,483

O-2 
チサンイン  
佐野藤岡インター 

株式会社ケーディー

アンドパートナーズ
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,509

O-3 
チサンイン  
諏訪インター 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,291

O-4 
チサンイン  
豊川インター 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,483

O-5 
チサンイン  
鳥栖 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,311

O-6 
チサンイン  
千葉浜野Ｒ16 

株式会社ケーディー

アンドパートナーズ
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,354

O-7 
チサンイン  
熊本御幸笛田 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,497

O-8 
チサンイン  
宇都宮鹿沼 

株式会社ケーディー

アンドパートナーズ
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,609

O-9 
チサンイン  
福井 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,871
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物件 
番号 

物件名称 調査業者 調査年月日 
短期修繕費 
（千円） 

(注 1)(注 2) 

長期修繕費

（年平均）

（千円） 
(注 1)(注 3)

O-10 
チサンイン  
福島西インター 

株式会社ケーディー

アンドパートナーズ
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,906

O-11 
チサンイン  
新潟中央インター 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,676

O-12 
チサンイン  
大村長崎空港 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,391

O-13 
チサンイン  
ひたちなか 

株式会社ケーディー

アンドパートナーズ
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,755

O-14 
チサンイン  
土浦阿見 

株式会社ケーディー

アンドパートナーズ
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,315

O-15 
チサンイン  
甲府石和 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,384

O-16 
チサンイン  
丸亀善通寺 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,500

O-17 
チサンイン  
宗像 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,501

O-18 
チサンイン  
岩手一関インター 

株式会社ケーディー

アンドパートナーズ
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,816

O-19 
チサンイン  
軽井沢 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,507

O-20 
チサンイン  
姫路夢前橋 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,784

O-21 
チサンイン  
倉敷水島 

デロイトトーマツ

PRS 株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 － 3,675

小計 － 111,593

合計 － 411,615

(注 1) 「短期修繕費」及び「長期修繕費（年平均）」は、建物状況評価報告書の記載に基づき記載しています。 
(注 2) 「短期修繕費」には、調査業者により調査・作成された建物状況評価報告書に基づく、標準的な修繕又は内装・設備

の更新に関わる費用以外で、劣化が進んでいるために概ね 1 年以内に修繕更新をする場合の修繕更新の費用を記載し

ています。 
(注 3) 「長期修繕費（年平均）」には、調査業者により調査・作成された建物状況評価報告書に基づく、調査時点より今後

12 年間の修繕更新費用の金額を本投資法人にて年平均額に換算し、千円未満を四捨五入して記載しています。したが

って、各物件の長期修繕費を足し合わせてもポートフォリオ合計と一致しない場合があります。 
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e.  運用資産に係る設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算者 
各保有資産及び取得予定資産に係る設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算

者は、以下のとおりです。 
物件 
番号 

物件名称 設計者 施工者 確認検査機関 構造計算者 

保有資産 

H-1 星のや 軽井沢 
東環境・ 
建築研究所 

株式会社 
大林組北陸支店／ 
竹花工業株式会社 

佐久地方事務所 
建築主事 

株式会社 
佐野建築 
構造事務所 

R-1 リゾナーレ 八ヶ岳 

株式会社 IAO 
竹田設計室／ 
久山幸成建築 
設計事務所 

日産建設 
株式会社／ 
りんかい日産建設 
株式会社 

山梨県中北 
建設事務所 

株式会社 IAO
竹田設計室 

K-1 界 松本 
株式会社羽深 
隆雄・栴工房 
設計事務所 

株式会社 
熊谷組名古屋支店 

松本市役所 
株式会社羽深

隆雄・栴工房

設計事務所 

K-2 界 出雲 

不明（旧館） 
(注 2)／株式会社交通

公社 
トラベランド 
一級建築士事務所

（新館） 

不明（旧館） 
(注 2)／株式会社 
松村組広島支店 
（新館） 

不明（旧館） 
(注 2)／ 
松江市役所 
（新館） 

不明(注 2) 

K-3 界 伊東 

不明(注 2)／ 
株式会社 
イナバ設計 
（増築） 

不明(注 2)／ 
株式会社 
鈴木工務店 
（増築） 

不明(注 2)／ 
熱海土木事務所 
（増築） 

不明(注 2)／ 
株式会社 
イナバ設計 
（増築） 

K-4 界 箱根 
株式会社 
坂倉建築研究所 

株式会社 
熊谷組 

神奈川県県西 
土木事務所 

不明(注 2) 

取得予定資産 

H-2 星のや 京都 

不明(注 3)／ 
東  環境・建築研究

所（改修）／オンサ

イト計画設計事務所

（改修） 

不明(注 3)／ 
前田建設工業 
株式会社 
（改修） 

不明(注 3) 不明(注 3) 

K-5 界 阿蘇 
株式会社橋本建設一

級建築士事務所 
株式会社橋本建設 

大分県玖珠土木事務

所建築主事 

株式会社橋本

建設一級建築

事務所／株式

会社太宏設計

事務所／三井

住商建材株式

会社 

K-6 界 川治 
株式会社交通公社ト

ラベランド 
戸田建設株式会社 栃木県建築主事 

株式会社交通

公社トラベラ

ンド 

O-1 
チサンイン  
塩尻北インター 

株式会社ディアンド

エー（チサンイン

塩尻北インター）／

有限会社ヒロ設計室

一級建築事務所（飲

食店舗） 

大成建設株式会社

（チサンイン  塩尻

北インター）／渋崎

建設株式会社（飲食

店舗） 

株式会社東京建築検

査機構（チサンイン 

塩尻北インター）／

長野県松本地方事務

所 建築主事（飲食

店舗） 

有限会社東都

設計 

O-2 
チサンイン  
佐野藤岡インター 

株式会社ディアンド

エー 
斎藤工業株式会社 

株式会社東京建築検

査機構 
有限会社東都

設計 

O-3 
チサンイン  
諏訪インター 

株式会社ディアンド

エー 
清水建設株式会社 

株式会社東京建築検

査機構 
有限会社東都

設計 

O-4 
チサンイン  
豊川インター 

株式会社ディアンド

エー 
清水建設株式会社 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
有限会社東都

設計 

O-5 
チサンイン  
鳥栖 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社イチケン 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
有限会社東都

設計 
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物件 
番号 

物件名称 設計者 施工者 確認検査機関 構造計算者 

O-6 
チサンイン  
千葉浜野Ｒ16 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社長谷工コー

ポレーション 
ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-7 
チサンイン  
熊本御幸笛田 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社フジタ 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-8 
チサンイン  
宇都宮鹿沼 

株式会社ディアンド

エー 
大成建設株式会社 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-9 
チサンイン  
福井 

株式会社ディアンド

エー 
木原建設株式会社 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-10 
チサンイン  
福島西インター 

株式会社ディアンド

エー 
斎藤工業株式会社 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-11 
チサンイン  
新潟中央インター 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社加賀田組 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-12 
チサンイン  
大村長崎空港 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社イチケン 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-13 
チサンイン  
ひたちなか 

株式会社ディアンド

エー 
日本国土開発株式会

社 
ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-14 
チサンイン  
土浦阿見 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社イチケン 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-15 
チサンイン  
甲府石和 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社早野組 

一般社団法人日本住

宅性能評価機構 
溝呂木建築構

造設計室 

O-16 
チサンイン  
丸亀善通寺 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社合田工務店 日本 ERI 株式会社 

株 式 会 社 エ

コ・アシスト

O-17 
チサンイン  
宗像 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社フジタ 日本 ERI 株式会社 

株式会社片平

設計 

O-18 
チサンイン  
岩手一関インター 

株式会社ディアンド

エー 
東海興業株式会社 

県南広域振興局一関

総合支局建築主事 

株式会社白鳥

建築構造事務

所 

O-19 
チサンイン  
軽井沢 

株式会社ディアンド

エー 
大成建設株式会社 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 

O-20 
チサンイン  
姫路夢前橋 

株式会社ディアンド

エー 
株式会社イチケン 日本 ERI 株式会社 

株 式 会 社 エ

コ・アシスト

O-21 
チサンイン  
倉敷水島 

株式会社ディアンド

エー 
東洋建設株式会社 

ビューローベリタス

ジャパン株式会社 
株式会社東都

設計 
(注 1) 設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算者の各欄に記載の名称については、設計、施工、確認検査及び構造計算

がなされた当時の社名を記載しています。 
(注 2) 前所有者から資料を受領していないため、不明です。 
(注 3) 現所有者から資料を受領していないため、不明です。 
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f.  地震リスク分析等の概要 
各保有資産及び取得予定資産に係る PML は、以下のとおりです。各 PML の数値

は、株式会社イー・アール・エス、デロイトトーマツ PRS 株式会社、株式会社アセ

ッツアールアンドディー、株式会社ケーディーアンドパートナーズ及び応用アー

ル・エム・エス株式会社による地震リスク評価報告書に基づいて記載しています。 
なお、本書の日付現在、保有資産及び取得予定資産について地震保険を付保する

予定はありません。 
物件 
番号 

物件名称 調査業者 調査年月日 
PML 値（予想 大損失率）

（％） 

保有資産 
 

H-1 星のや 軽井沢 

株式会社イー・

アール・エス 
応用アール・ 
エム・エス 
株式会社 

（星のや、トン

ボの湯、村民食

堂及びハルニレ

テラス） 

平成 25 年 4 月 30 日 

（星のや）4.8 
（トンボの湯）2.1 
（村民食堂）2.6 

（ハルニレテラス）6.2 

R-1 リゾナーレ 八ヶ岳 

株式会社イー・

アール・エス 
応用アール・ 
エム・エス 
株式会社 

平成 25 年 4 月 30 日 6.1 

K-1 界 松本 

株式会社イー・

アール・エス 
応用アール・ 
エム・エス 
株式会社 

平成 25 年 4 月 30 日 8.0 

K-2 界 出雲 

株式会社イー・

アール・エス 
応用アール・ 
エム・エス 
株式会社 

平成 25 年 4 月 30 日 0.6 

K-3 界 伊東 

株式会社イー・

アール・エス 
応用アール・ 
エム・エス 
株式会社 

平成 25 年 4 月 30 日 10.5 

K-4 界 箱根 

株式会社イー・

アール・エス 
応用アール・ 
エム・エス 
株式会社 

平成 25 年 4 月 30 日 9.8 

取得予定資産 
 

H-2 星のや 京都 
応用アール・ 
エム・エス 
株式会社 

平成 26 年 3 月 20 日 9.3 

K-5 界 阿蘇 
応用アール・ 
エム・エス 
株式会社 

平成 26 年 3 月 20 日 1.1 

K-6 界 川治 

株式会社 
アセッツアール

アンドディー 
株式会社 

ケーディーアン

ドパートナーズ 

平成 26 年 3 月 20 日 2.8 
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物件 
番号 

物件名称 調査業者 調査年月日 
PML 値（予想 大損失率）

（％） 

O-1 
チサンイン  
塩尻北インター 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 7.8 

O-2 
チサンイン  
佐野藤岡インター 

株式会社 
アセッツアール

アンドディー 
株式会社 

ケーディーアン

ドパートナーズ 

平成 26 年 3 月 20 日 4.8 

O-3 
チサンイン  
諏訪インター 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 11.0 

O-4 
チサンイン  
豊川インター 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 9.8 

O-5 
チサンイン  
鳥栖 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 7.1 

O-6 
チサンイン  
千葉浜野Ｒ16 

株式会社 
アセッツアール

アンドディー 
株式会社 

ケーディーアン

ドパートナーズ 

平成 26 年 3 月 20 日 10.1 

O-7 
チサンイン  
熊本御幸笛田 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 6.9 

O-8 
チサンイン  
宇都宮鹿沼 

株式会社 
アセッツアール

アンドディー 
株式会社 

ケーディーアン

ドパートナーズ 

平成 26 年 3 月 20 日 4.2 

O-9 
チサンイン  
福井 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 6.6 

O-10 
チサンイン  
福島西インター 

株式会社 
アセッツアール

アンドディー 
株式会社 

ケーディーアン

ドパートナーズ 

平成 26 年 3 月 20 日 4.1 

O-11 
チサンイン  
新潟中央インター 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 5.9 

O-12 
チサンイン  
大村長崎空港 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 4.7 

O-13 
チサンイン  
ひたちなか 

株式会社 
アセッツアール

アンドディー 
株式会社 

ケーディーアン

ドパートナーズ 

平成 26 年 3 月 20 日 4.4 
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物件 
番号 

物件名称 調査業者 調査年月日 
PML 値（予想 大損失率）

（％） 

O-14 
チサンイン  
土浦阿見 

株式会社 
アセッツアール

アンドディー 
株式会社 

ケーディーアン

ドパートナーズ 

平成 26 年 3 月 20 日 9.2 

O-15 
チサンイン  
甲府石和 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 11.5 

O-16 
チサンイン  
丸亀善通寺 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 9.4 

O-17 
チサンイン  
宗像 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 5.9 

O-18 
チサンイン  
岩手一関インター 

株式会社 
アセッツアール

アンドディー 
株式会社 

ケーディーアン

ドパートナーズ 

平成 26 年 3 月 20 日 7.4 

O-19 
チサンイン  
軽井沢 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 4.4 

O-20 
チサンイン  
姫路夢前橋 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 10.3 

O-21 
チサンイン  
倉敷水島 

デロイト 
トーマツ PRS 

株式会社 
平成 26 年 3 月 20 日 7.9 

(注) 「界 出雲」及び「界 箱根」の地震リスク分析については、株式会社イー・アール・エス及び応用アール・エム・

エス株式会社が、当該建物に関する資料に基づき、応用アール・エム・エス株式会社の所有する自然災害リスク評

価システム Risk Link®を用いて、地震発生・地震動伝播、地盤特性及び建物の脆弱性の評価に基づき、予測の不確

実性を考慮して予想損失を算出しています。 
「星のや 京都」及び「界 阿蘇」の地震リスク分析については、応用アール・エム・エス株式会社が、当該建物に

関する資料に基づき、応用アール・エム・エス株式会社の所有する自然災害リスク評価システム Risk Link®を用い

て、地震発生・地震動伝播、地盤特性及び建物の脆弱性の評価に基づき、予測の不確実性を考慮して予想損失を算

出しています。 

 
g.  主要な不動産に関する情報 

保有資産及び取得予定資産で構成されるポートフォリオのうち、年間賃料合計が

全年間賃料合計の 10％以上を占めることになる不動産(注 1)は、以下のとおりです。 

物件名称 
テナントの

総数 
総賃料収入

(注 2) 
総賃貸面積

総賃貸可能 
面積 

近 5 年の 
稼働率の推移 

(注 3) 

星のや 軽井沢 1 600 百万円 11,638.45 ㎡ 11,638.45 ㎡ 
平成 25 年 
12 月 31 日 

100.0％

リゾナーレ 八ヶ岳 1 525 百万円 33,853.45 ㎡ 33,853.45 ㎡ 
平成 25 年 
12 月 31 日 

100.0％

(注 1) 保有資産については平成 25 年 12 月 31 日現在有効な賃貸借契約に、取得予定資産については取得予定日に効

力を有する予定の賃貸借契約に、それぞれ基づき算出しています（かかる賃貸借契約において、賃料は固定賃

料及び変動賃料により構成されますが、当該賃貸借契約に定める固定賃料額に基づいて算出しています。）。 
(注 2) 上記各物件について、賃料は固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「総賃料収入」は当該賃貸借契約

に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。 
(注 3) 「 近 5 年の稼働率の推移」は、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載しています。 
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h.  主要なテナントへの賃貸借の状況 
当該テナントへの賃貸面積が保有資産及び取得予定資産で構成されるポートフォ

リオの年間固定賃料又は総賃貸面積の合計の 10％以上を占めるテナントは、以下の

とおりです。 

テナント名称 業種 
物件 
番号 

物件名称 
契約期間

満了日 

年間固定賃料 賃貸面積 

（百万円）

(注 1) 

比率 
（％） 
(注 2) 

（㎡） 
(注 3) 

比率 
（％）

(注 4)

株式会社 SHR 
ロードサイドイン 

ホテル 

O-1 
チサンイン  
塩尻北インター 

平成 36 年

5 月 1 日
48 1.7 2,100.47 1.7

O-2 
チサンイン  
佐野藤岡インター 

平成 36 年

5 月 1 日
52 1.9 1,968.91 1.6

O-3 
チサンイン  
諏訪インター  

平成 36 年

5 月 1 日
46 1.7 1,944.94 1.6

O-4 
チサンイン  
豊川インター 

平成 36 年

5 月 1 日
42 1.5 2,040.09 1.7

O-5 
チサンイン  
鳥栖 

平成 36 年

5 月 1 日
36 1.3 1,968.02 1.6

O-6 
チサンイン  
千葉浜野Ｒ16 

平成 36 年

5 月 1 日
57 2.0 2,023.29 1.7

O-7 
チサンイン  
熊本御幸笛田 

平成 36 年

5 月 1 日
43 1.6 2,094.77 1.7

O-8 
チサンイン  
宇都宮鹿沼 

平成 36 年

5 月 1 日
51 1.8 2,094.16 1.7

O-9 
チサンイン  
福井 

平成 36 年

5 月 1 日
45 1.6 2,094.01 1.7

O-10 
チサンイン  
福島西インター 

平成 36 年

5 月 1 日
48 1.7 2,094.01 1.7

O-11 
チサンイン  
新潟中央インター 

平成 36 年

5 月 1 日
45 1.6 2,094.16 1.7

O-12 
チサンイン  
大村長崎空港 

平成 36 年

5 月 1 日
45 1.6 1,968.02 1.6

O-13 
チサンイン  
ひたちなか 

平成 36 年

5 月 1 日
52 1.9 1,968.3 1.6

O-14 
チサンイン  
土浦阿見 

平成 36 年

5 月 1 日
54 2.0 1,968.03 1.6

O-15 
チサンイン  
甲府石和 

平成 36 年

5 月 1 日
46 1.7 1,968.47 1.6

O-16 
チサンイン  
丸亀善通寺 

平成 36 年

5 月 1 日
42 1.5 2,094.16 1.7

O-17 
チサンイン  
宗像 

平成 36 年

5 月 1 日
36 1.3 2,094.16 1.7

O-18 
チサンイン  
岩手一関インター

平成 36 年

5 月 1 日

(注 5) 
49 1.8 1,968.02 1.6

O-19 
チサンイン  
軽井沢 

平成 36 年

5 月 1 日
57 2.1 1,917.1 1.6

O-20 
チサンイン  
姫路夢前橋 

平成 36 年

5 月 1 日
43 1.6 2,406.95 2.0

O-21 
チサンイン  
倉敷水島 

平成 36 年

5 月 1 日
51 1.9 2,094.16 1.7

合計 999 35.6 42,964.20 35.5

株式会社 
星野リゾート 

ホテル・ 
旅館 

H-1 星のや 軽井沢 
平成 45 年

7 月 15 日
600 21.4 11,638.45 9.6

合計 600 21.4 11,638.45 9.6
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テナント名称 業種 
物件 
番号 

物件名称 
契約期間

満了日 

年間固定賃料 賃貸面積 

（百万円）

(注 1) 

比率 
（％） 
(注 2) 

（㎡） 
(注 3) 

比率 
（％）

(注 4)

株式会社星野 
リゾート・八ヶ岳 

ホテル 
R-1 

リゾナーレ  
八ヶ岳 

平成 45 年

7 月 15 日
525 18.7 33,853.45 28.0

合計 525 18.7 33,853.45 28.0

株式会社星野 
リゾート・ 
マネジメント 

ホテル・ 
旅館 

K-1 界 松本 
平成 45 年

7 月 15 日
75 2.7 4,056.12 3.4

K-2 界 出雲 
平成 45 年

7 月 15 日
75 2.7 3,909.02 3.2

K-3 界 伊東 
平成 45 年

7 月 15 日
80 2.9 7,473.91 6.2

K-4 界 箱根 
平成 45 年

7 月 15 日
95 3.4 4,649.67 3.8

K-5 界 阿蘇 
平成 46 年

5 月 1 日
46 1.7 1,543.53 1.3

K-6 界 川治 
平成 46 年

5 月 1 日
110 3.9 8,190.38 6.8

合計 482 17.2 29,822.63 24.7

(注 1) 保有資産については平成 25 年 12 月 31 日現在有効な賃貸借契約に、取得予定資産については取得予定日に効力を有する予

定の賃貸借契約に、それぞれ基づき記載しています。上記各物件について締結され又は締結される予定の賃貸借契約にお

いて、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「年間固定賃料」欄には、当該賃貸借契約に定める固定賃

料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。ただし、「星のや 京都」及び「界 阿蘇」については平成 26
年 5 月 2 日から平成 27 年 4 月 30 日まで、「界 川治」については平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 10 月 31 日までに限定

した割増しの固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。割増期間経過後の固定賃料は上記表記載の

金額より減少します。なお、ホテル、旅館及び付帯施設の売上げが一定金額に満たない場合には、変動賃料は生じません。

また、上記各賃借人との賃貸借契約において、変動賃料の起算日は、保有資産について平成 26 年 5 月 1 日（第 3 期）、

「星のや 京都」及び「界 阿蘇」について平成 27 年 5 月 1 日（第 5 期）、「界 川治」について平成 27 年 11 月 1 日（第 6
期）とされているため、当該日以前は、ホテル、旅館及び付帯施設の売上げの金額にかかわらず、変動賃料は生じません。 

(注 2) ポートフォリオ全体の年間固定賃料の合計額に対する、各物件の年間固定賃料の占める割合を記載しています。 
(注 3) 保有資産については平成 25 年 12 月 31 日現在有効な賃貸借契約に、取得予定資産については取得予定日に効力を有する予

定の賃貸借契約に、それぞれ基づき記載しています。 
(注 4) ポートフォリオ全体の賃貸面積の合計に対する、各物件の賃貸面積の占める割合を記載しています。 
(注 5) 「チサンイン 岩手一関インター」については、取得予定日に効力を有する予定の賃貸借契約は、当該物件の建物に関する

ものと土地の一部に関するものの合計 2 件であり、当該建物の賃貸借契約の契約期間満了日は平成 36 年 5 月 1 日であり、

また、当該土地の賃貸借契約の契約期間満了日は平成 37 年 6 月 30 日です。ただし、当該土地の賃貸借契約においては、

当該建物の賃貸借契約が終了する場合、当該土地の賃貸借契約も同時に終了する旨が合意されているため、当該物件の契

約期間満了日は、当該建物の賃貸借契約に定める契約期間満了日を超えることがありません。したがって、「チサンイン 
岩手一関インター」の契約期間満了日は、当該建物の賃貸借契約に定める契約期間満了日を記載しています。以下同じで

す。 
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i.  ポートフォリオの概況 
i. 分類別 

分類 物件数 
取得（予定）

価格 
（百万円）

比率 
（％）

年間固定賃料

（百万円）

(注 1) 

比率 
（％）

対不動産鑑定 
評価額 

（％）(注 2) 

鑑定 NOI
利回り 

（％）(注 3)

星のや 2 10,385 31.1 797 28.4 85.9 7.2 

リゾナーレ 1 4,500 13.5 525 18.7 86.7 9.7 

界 6 4,475 13.4 482 17.2 90.0 8.8 

その他 21 14,000 42.0 999 35.6 90.7 7.5 

合計 30 33,360 100.0 2,803 100.0 88.5 7.9 

(注 1) 保有資産については平成 25 年 12 月 31 日現在有効な賃貸借契約に、取得予定資産については取得予定日に効力
を有する予定の賃貸借契約に、それぞれ基づき記載しています。ただし、「星のや 京都」及び「界 阿蘇」につ
いては平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 4 月 30 日まで、「界 川治」については平成 26 年 5 月 2 日から平成 27
年 10 月 31 日までに限定した割増しの固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額に基づいて記載しています。
割増期間経過後の固定賃料は上記表記載の金額より減少します。また、「チサンイン 岩手一関インター」につ
いては、取得予定日に効力を有する予定の賃貸借契約は、当該物件の建物に関するものと土地の一部に関するも
のの合計 2 件ですが、年間固定賃料額は、当該建物の賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算
した金額に基づいて記載しています。以下同じです。 

(注 2) 「対不動産鑑定評価額」は、各物件の取得（予定）価格の合計を不動産鑑定評価額の合計で除した値を記載してい
ます。 

(注 3) 「鑑定 NOI 利回り」は、鑑定 NOI を取得（予定）価格で除して本資産運用会社が算出した数値を記載しています。か
かる数値は、いずれも本資産運用会社が算出したものであり、不動産鑑定評価書に記載されている数値ではありません。 

 
ii. 所在地の属する地域別 

所在地の属する地域 物件数

取得（予定）

価格 
（百万円） 

比率（％） 
年間固定 
賃料 

（百万円） 
比率（％） 

北海道・東北地方 2 1,372 4.1 97 3.5 

関東地方 7 5,716 17.1 474 16.9 

中部地方 11 18,046 54.1 1,613 57.6 

近畿地方 2 3,401 10.2 241 8.6 

中国・四国地方 3 1,996 6.0 168 6.0 

九州・沖縄地方 5 2,829 8.5 207 7.4 

合計 30 33,360 100.0 2,803 100.0 

 
iii. 賃貸期間別 

賃貸借期間(注) 
契約年数 残存年数 

年間固定賃料 
（百万円） 

比率 
（％） 

年間固定賃料 
（百万円） 

比率 
（％） 

ポートフォリオ全体 2,803 100.0 2,803 100.0

10 年超 1,804 64.4 1,804 64.4

10 年以内 999 35.6 999 35.6

(注) 保有資産については平成 25 年 12 月 31 日現在有効な賃貸借契約に、取得予定資産については取得予定日に効力を有
する予定の賃貸借契約に、それぞれ基づき記載しています。ただし、「チサンイン 岩手一関インター」については、
取得予定日に効力を有する予定の賃貸借契約は、当該物件の建物に関するものと土地の一部に関するものの合計 2
件であり、当該土地の賃貸借契約においては、当該建物の賃貸借契約が終了する場合、当該土地の賃貸借契約も同
時に終了する旨が合意されているため、当該建物の賃貸借契約に定める賃貸借期間に基づいて記載しています。 

 
iv. 契約形態別 

契約形態 年間固定賃料（百万円） 比率（％） 

ポートフォリオ全体 2,803 100 

定期賃貸借契約 2,803 100 

普通賃貸借契約 － － 
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（ハ）取得予定資産の個別不動産の概要 
a. 「特定資産の概要」欄に関する説明 
・「分類」は、本投資法人が投資対象とする資産のブランドの別に従い「星のや」、
「リゾナーレ」、「界」及び「その他」の 4 つの分類のいずれかを記載していま
す。 

・「用途」は、当該物件の現況に従い、主として洋風の構造及び設備を有する宿泊
施設については「ホテル」と、主として和風の構造及び設備を有する宿泊施設に
ついては「旅館」と、それぞれ記載しています。かかる「用途」欄の記載は、本
投資法人の投資方針に照らした各施設の特性を総体として把握するための分類で
あり、各施設を構成する個別の建物の不動産登記簿上の用途とは必ずしも一致し
ません。 

・「取得予定年月日」は、各不動産の取得予定日を記載しています。 
・「特定資産の種類」は、特定資産としての不動産等資産の種別を記載しています。 
・「取得予定価格」は、売買契約に記載された売買代金（消費税及び地方消費税並
びに売買手数料等の諸費用を含みません。）を、百万円未満を切り捨てて記載し
ています。 

・「鑑定評価額」は、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社から
取得した各取得予定資産に係る不動産鑑定評価書に記載の鑑定評価額を記載して
います。 

・「所在地（住居表示）」は、原則として、住居表示を記載しています。住居表示
のない物件は、不動産登記簿上の建物所在地（複数ある場合にはそのうちの一所
在地）を記載しています。 

・「交通」は、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社から取得し
た各資産に係る不動産鑑定評価書に基づいて記載しています。 

・土地の「地番」は、登記簿上の建物所在地（複数ある場合にはそのうちの一所在
地）を記載しています。 

・土地の「建ぺい率」は、原則として、建築基準法第 53 条に定める、建築物の建築
面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められ
る建ぺい率の上限値（指定建ぺい率）（複数ある場合にはそのいずれも）を記載
しています。指定建ぺい率は、防火地域内の耐火建築物であることその他の理由
により緩和若しくは割増され、又は減少することがあり、実際に適用される建ぺ
い率とは異なる場合があります。 

・土地の「容積率」は、建築基準法第 52 条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積
に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限
値（指定容積率）（複数ある場合にはそのいずれも）を記載しています。指定容
積率は、敷地に接続する道路の幅員その他の理由により緩和若しくは割増され、
又は減少することがあり、実際に適用される容積率とは異なる場合があります。 

・土地の「用途地域」は、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる用途地域の種類
（複数ある場合にはそのいずれも）を記載しています。 

・土地の「敷地面積」は、登記簿上の記載（借地がある場合には借地面積を含みま
す。）に基づいており、現況とは一致しない場合があります。 

・土地及び建物の「所有形態」は、本投資法人が保有する権利の種類を記載してい
ます。 

・建物の「竣工年月」は、主たる建物について建築基準法上の検査済証の工事完了
検査年月を記載しています。 

・建物の「構造／階数」は、主たる建物について登記簿上の記載に基づいています。 
・建物の「延床面積」は、登記簿上の記載に基づき、附属建物の床面積も含めて記
載しています。 

・建物の「設計者」及び「施工者」は、主たる建物について設計及び施工がなされ
た当時の社名で記載しています。 

・「賃貸可能面積」は、賃貸することが可能な面積のうち本投資法人の保有持分に
相当する面積で、本投資法人とテナントの間で締結予定又は締結済みの賃貸借契
約書又は当該物件の図面に表示されているものを記載しています。なお、「チサ
ンイン 岩手一関インター」については、取得予定日に効力を有する予定の賃貸借
契約は、当該物件の建物に関するものと土地の一部に関するものの合計 2 件です
が、「賃貸可能面積」欄には、当該建物に関する賃貸可能面積を記載しています。 
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・「稼働率」は、取得予定日現在の稼働率（総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が
占める割合）を記載しています。なお、本投資法人による取得を条件として効力
が発生する停止条件付不動産賃貸借契約を本投資法人とテナントの間で締結して
いる場合は、取得予定日に賃貸借が開始しているものとして記載しています。な
お、「チサンイン 岩手一関インター」については、取得予定日に効力を有する予
定の賃貸借契約は、当該物件の建物に関するものと土地の一部に関するものの合
計 2 件ですが、総賃貸可能面積及び総賃貸面積は、当該建物に関する総賃貸可能
面積及び総賃貸面積を用いています。 

・「主要テナント」は、本投資法人の取得時点で有効な賃貸借契約に基づき本投資
法人から当該物件を賃借する者のうち、もっとも賃貸面積が大きい者を記載して
います。 

・「テナント数」は、本投資法人の取得時点で有効な賃貸借契約に基づき本投資法
人から当該物件を賃借する者の数を記載しています。 

・「客室数」には、宿泊用途として使用可能な客室の数を記載しています。 
・「転貸テナント数」は、本投資法人の取得時点で有効な賃貸借契約に基づき本投
資法人から当該物件を賃借する者から転貸を受ける予定の者の数を記載していま
す。ただし、駐車場利用やアンテナ設置のために敷地又は建物の一部について転
貸を受ける予定の者を除きます。 

・「特記事項」には、本書の日付現在において各資産の権利関係や利用等で重要と
考えられる事項のほか、各資産の評価額、収益性及び処分性への影響等を考慮し
て重要と考えられる事項を記載しています。 

 
b. 「賃貸借の概要」欄に関する説明 
・「賃借人」、「契約形態」、「契約期間」、「賃貸面積」、「賃料」、「敷金、
保証金」、「期間満了時の更新について」、「賃料改定について」、「中途解約
について」、「違約金」、及び「契約更改の方法」は、各取得予定資産の取得予
定日において効力を有する予定の賃貸借契約及びそれに関連して締結された合意
書面の内容を記載しています。 

 
c. 「運営実績」欄に関する説明 
・「客室稼働率」は、以下の計算式により求められる数値について、小数第 2 位を
四捨五入して記載しています。 
客室稼働率＝販売客室数÷販売可能客室数 

・「ADR」とは、平均客室販売単価（Average Daily Rate）をいい、一定期間の宿泊
売上高合計（料飲売上、その他売上及びサービス料等を除きます。）を同期間の
販売客室数（稼働した延べ客室数）合計で除した値をいい、単位未満を四捨五入
して記載しています。 

・「RevPAR」とは、1 日当たり販売可能客室数当たり宿泊売上高合計（Revenue Per 
Available Room）をいい、一定期間の宿泊売上高合計（料飲売上、その他売上及
びサービス料等を除きます。）を同期間の販売可能客室数合計で除した値をいい、
単位未満を四捨五入して記載しています。なお、RevPAR は、ADR と客室稼働率
の積にて計算される数値と同値となります。 

・「売上高」とは、賃借人が取得予定資産において旅行宿泊施設運営事業及びその
付帯事業により得た収入のことをいい、単位未満を四捨五入して記載しています。
取得予定資産と一体として運営されている施設において得られた収入であっても、
当該施設が取得予定資産に含まれなければ、売上高には含まれません。 

・「累計」は、「客室稼働率」、「ADR」及び「RevPAR」については、平成 25 年
1 月から同年 12 月までの平均値を、「売上高」については、平成 25 年 1 月から
同年 12 月までの期間の合計値を記載しています。 

 
d. 「物件概要」欄に関する説明 
・「物件概要」欄は、交通機関の開業予定その他の将来に関する情報も含め、本資
産運用会社が取得予定資産の取得の意思決定に際し、デュー・ディリジェンス手
続において日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社から取得した
不動産鑑定評価書並びに日本ヴァリュアーズ株式会社から取得したマーケットレ
ポートを含む資料及び情報に基づいて記載しています。 

 
e. 「鑑定評価書の概要」欄に関する説明 
・「鑑定評価書」欄は、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社か
ら取得した不動産鑑定評価書に基づいて記載しています。 
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星のや 京都 
分類 星のや 
用途 旅館 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成 26 年 5 月 2 日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 2,785,000,000 円 鑑定評価額 
（価格時点） 

2,930,000,000 円 
（平成 26 年 1 月 31 日） 

所在地（住居表示） 京都府京都市西京区嵐山元禄山町 11 番地 2 号 

交通 阪急嵐山線「嵐山駅」より約 1.6km 

土地 地番 京都府京都市西京区嵐山元禄山町

11 番地 2 他 
建物 竣工年月 不明（新築）／ 

平成 21 年 10 月（改修） 

建ぺい率 60% 構造／階数 木造かわらぶき平家建 
木造かわらぶき 2 階建 

容積率 100% 延床面積 2,626.15 ㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 不明（新築）／ 
東環境・建築研究所、オンサイト 
計画設計事務所（改修） 

敷地面積 9,681.98 ㎡ 施工者 不明（新築）／ 
前田建設工業株式会社（改修） 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,626.15 ㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社嵐山温泉嵐峡舘 テナント数 1 

客室数 25 転貸テナント数 0 
特記事項： 
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、本書の日付現在、当該

隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
・本建物について、増築等の際の建築基準法に基づく建築確認手続及び完了検査手続に関する確認済証及び検査済証

の一部がありませんが、売主は京都市に対して建築基準法に基づく報告書を提出する等一定の手続を経ることによ

り増改築に支障のないことを確認しています。 
・本建物の一部分は、建築基準法が制定された昭和 25 年以前に建築された歴史的建造物であり、その他の部分の多く

も昭和 44 年以前に建築されています。本物件は、本書の日付現在、都市計画法に基づく風致地区第 1 種地域に関す

る制限、京都市建築基準条例に基づく接道や道路幅員の制限、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

（昭和 41 年法律第 1 号。その後の改正を含みます。以下「古都保存法」といいます。）に基づく歴史的風土保存区

域に関する制限等の様々な法令による制限を受けますが、これらの法令による制限が設けられる以前から本物件が

存在することから、当該制限に関する法令の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）。本

物件の建替え等を行う場合には、これらの法令の規定の適用を受けるため、新たに建築面積の削減、敷地の一部の

道路提供（いわゆるセットバック）等を行う必要となる可能性があります。そのため、将来本物件の建替えや増築

等を行う場合に、現状の建物と同条件の建物を建築できない可能性があります。 
・本物件は、都市計画法に基づく風致地区第 1 種地域内に位置しています。また、文化財保護法に基づく史跡及び名

勝に指定されています。 
・本物件は、主たる建物 2 棟及び付属建物 10 棟からなります。かかる主たる建物 2 棟及び付属建物のうち 8 棟につい

ては、その全部又は一部が木造の建築物です。 
・本建物及び擁壁の一部が河川に越境していますが、売主は、当該越境について、当該部分の取り壊し等を行う際に

是正すれば足りることを、京都府に確認しています。 
・本土地の一部（1,906 ㎡）は、森林法（昭和 26 年法律第 249 号。その後の改正を含みます。）に定める風致保安林

の指定を受けているため、当該土地について建物その他の建築物を増築することができません。 
・売主は、本物件を要役地とする、引水管等の設置利用を目的とした地役権設定登記手続を求める訴訟（以下「本件

訴訟」といいます。）を京都地裁に提起し、本書の日付現在控訴審において係争中です。本投資法人は、本物件の

取得に伴い、当該訴訟における売主の地位を訴訟承継する予定です。なお、本投資法人は、売主との間で、売主が

本件訴訟に関する全ての訴訟費用を負担すること、及び、本投資法人が本件訴訟に関して損害や費用を負担した場

合には、売主がその全てを補償することを合意しています。 
・本物件では、公道と繋がる道路が細いこと等から、主要な交通手段は、大堰川を運航する船となっています。な

お、売主は、当該道路を所轄の警察署より車両等通行の許可を得て利用しています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社嵐山温泉嵐峡舘 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 26 年 5 月 2 日から 20 年間 

賃貸面積 2,626.15 ㎡ 

賃料 年間固定賃料：187 百万円（ただし、平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 4 月 30 日までは、年間 197
百万円） 
変動賃料：変動賃料は平成 27 年 5 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分

の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の

売上を基準売上とし、基準売上に変動率（25％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12 分の 1 とします。ただし、平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 4 月 30 日までの賃料は、割増の年

間固定賃料 197 百万円のみです。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担

の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする

ことができます。 

中途解約について 賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借

人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後 10 年）の

末日までの賃料相当額と 12 か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算にあ

たっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を 1 か月目として過去 12 か月間の賃料の平

均月額を用います。ただし、賃貸借期間が 12 か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額と

します。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績(注) 

 
平成 25 年 

累計 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 63.7% 67.3% 71.6% 83.7% 71.2% 72.4% 79.5% 79.5% 78.6% － － － 74.2%

ADR （円） 60,005 50,508 65,174 89,513 72,981 62,777 61,266 70,209 59,804 － － － 67,059

RevPAR （円） 38,194 33,984 46,673 74,952 51,981 45,451 48,697 55,805 46,989 － － － 49,790

売上高 （百万円） 40  44  61  89 69 60 66 73 29  － － － 530 

(注) 本物件は、平成 25 年 9 月 16 日の台風 18 号による被害からの修復工事と一部施設の改築工事に伴い休業していたため、平成 25 年 10
月から 12 月までの運営実績はありません。 

 



 

- 85 - 

物件概要 
エリア特性、周辺の状況： 
嵐山エリアは、古くは平安貴族の別荘地として繁栄し、現在でも観光資源の豊富な京都市内でも指折りの観光地とし

て位置付けられています。桜や紅葉の名所として知られる同地域は、国内のみならず海外からの観光客も多いです。 
景観保護地区内、市街化調整区域内という建築制限の厳しいエリアであるため、古くからの自然環境、景観をとど

め、桜や紅葉の季節には周辺の山々が色づき、こうした嵐山の四季折々の草花や大堰川を望む優れたロケーション

に、「水辺の私邸」というコンセプトに従った、静かさ、美しさ、贅沢さを有する施設が配されています。 

概要・特徴： 
本物件は、京都市西京区に所在する、星野リゾートグループが運営する「星のや」ブランドの高級旅館です。世界文

化遺産の街である京都に所在し、渡月橋付近から 10 分とアクセスは良好ですが、川を上り分け入った、市街とは切り

離された閑静な立地条件です。日本建築、日本文化の伝統を活かした和モダンをコンセプトにした高級リゾートであ

り、隠れ家的な佇まいの全 25 室の客室において非日常的な空間を創出します。また、上り桟橋から送迎船を利用する

という風情あるアクセス手段も特徴です。 

 
鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 2,930,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 200,090,072 円 － 

 ①潜在総収益 200,090,072 円 － 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

②空室損失相当額 0 円 － 

③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 10,134,559 円 － 

 ④維持管理費等 3,643,917 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平

均値に基づき査定 

⑤公租公課 6,067,822 円 土地・建物：平成 25 年度実額に基づき査定 
償却資産：提示資料に基づき査定 

⑥損害保険料 422,820 円 見積額を計上 

⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 189,955,513 円 － 

(4) 一時金の運用益 1,878,000 円 運用利回り 2.0％として算定 

(5) 資本的支出 3,109,833 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平

均値に基づき査定 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 188,723,680 円 － 

(7) 還元利回り 6.4％ － 

直接還元法による価格 2,950,000,000 円 － 

DCF 法による価格 2,900,000,000 円 － 

 割引率 6.0％ － 

終還元利回り 6.8％ － 

原価法による積算価格 773,000,000 円 － 

 土地割合 30.4％ － 

建物割合 69.6％ － 
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界 阿蘇 
分類 界 
用途 旅館 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成 26 年 5 月 2 日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 575,000,000 円 鑑定評価額 
（価格時点） 

639,000,000 
平成 26 年 1 月 31 日 

所在地（住居表示） 大分県玖珠郡九重町大字湯坪字瀬ノ本 628 番地 6 

交通 JR 豊肥線「宮地駅」より約 25km 

土地 地番 大分県玖珠郡九重町大字湯坪字瀬ノ

本 628 番地 6 
建物 竣工年月 平成 18 年 4 月 

建ぺい率 指定なし 構造／階数 鉄筋コンクリート・木造合金メッキ

鋼板ぶき/2 階建 

容積率 指定なし 延床面積 1,543.53 ㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社橋本建設一級建築事務所 

敷地面積 26,673 ㎡ 施工者 株式会社橋本建設 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,543.53 ㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社星野リゾート・マネジメン

ト 
テナント数 1 

客室数 12 転貸テナント数 0 
特記事項：  
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、本書の日付現在、当該

隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
・本物件は、主たる建物 1 棟及び付属建物 11 棟からなります。かかる主たる建物 1 棟の一部及び付属建物 11 棟の全

部が木造の建築物です。 
・本物件は自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号。その後の改正を含みます。）（以下「自然公園法」といいます。）

に定める国立公園内に位置しており、宿舎事業を行う場合には、環境大臣の認可が必要です。また、建物の増改築

を行う場合等、認可にあたり提出した申請書等の事項を変更する場合には、環境大臣の認可を受ける必要がありま

す。なお、本書の日付現在、本投資法人が本物件において宿舎事業を行うにあたって必要となる認可を申請中で

す。 
・本物件には、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号。その後の改正を含みます。）（以下「水質汚濁防止法」と

いいます。）に規定される特定施設に該当するちゅう房施設が設置されています。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 26 年 5 月 2 日から 20 年間 

賃貸面積 1,543.53 ㎡ 

賃料 年間固定賃料：42 百万円（ただし、平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 4 月 30 日までは、年間 46
百万円） 
変動賃料：変動賃料は平成 27 年 5 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分

の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の

売上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12 分の 1 とします。ただし、平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 4 月 30 日までの賃料は、割増の年

間固定賃料 46 百万円のみです。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担

の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする

ことができます。 
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中途解約について 賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借

人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後 10 年）の

末日までの賃料相当額と 12 か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算にあ

たっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を 1 か月目として過去 12 か月間の賃料の平

均月額を用います。ただし、賃貸借期間が 12 か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額と

します。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 
運営実績 

 
平成 25 年 

累計 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 54.3% 63.6% 68.8% 68.6% 72.0% 64.0% 65.3% 86.0% 80.6% 75.0% 89.7% 72.5% 71.8%

ADR （円） 58,850 51,700 52,666 59,484 61,732 47,635 54,927 71,616 59,245 61,360 60,650 57,232 58,711

RevPAR （円） 31,956 32,871 36,243 40,813 44,474 30,481 35,880 61,605 47,725 46,020 54,416 41,493 42,149

売上高 （百万円） 20 19  24  25 28 19 23 37 29  29  33  25 311 

 
物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 
玖珠郡九重町は、大分県の西方に位置し、町域の多くが阿蘇くじゅう国立公園に指定されており、くじゅう連山の麓

に広がる自然と各地に点在する温泉を中心に観光が重要な産業の一つとなっています。特に、由布市と阿蘇市を結ぶ

やまなみハイウェイは町内でも人気の高い観光スポットです。四季の変化も鮮やかで雄大な自然景観が広がっていま

す。 
天然記念物にも指定された大船山のミヤマキリシマ郡生やラムサール条約に登録された「タデ原湿原」などが有名

で、大分県内の他のエリアや熊本県を観光する際に多くの観光客がやまなみハイウェイを訪れています。 

概要・特徴： 
本物件は、大分県玖珠郡九重町に所在し、星野リゾートグループが運営する「界」ブランドの高級旅館です。本物件

は、日本有数の景勝地、阿蘇くじゅう連山の麓、阿蘇五岳を中心に広がる緑の大草原の中に佇んでいます。8,000 坪の

敷地内に点在する 12 の客室は露天風呂付の贅沢な広さを誇る離れの形式となっており、プライベート空間が確保され

たゆったりとした造りであり、温泉を楽しめます。 
また、新鮮な九州の素材を駆使した料理の数々も特徴であり、阿蘇五岳が一望できるダイニングスペースで料理を堪

能しながら、天候や季節によっては夕日や雲海を見ることもできるなど絶好のロケーションが確保されています。施

設全体を通じて雄大な自然の中で洗練された上質の空間を心ゆくまで堪能できるよう工夫されています。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 639,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

  数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 49,206,000 円 － 

 ①潜在総収益 49,206,000 円 － 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

②空室損失相当額 0 円 － 

③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 3,892,000 円 － 

 ④維持管理費等 1,617,000 円 建物状況調査報告書の見積りを妥当と判断し、

平準化した額の 30％を計上 

⑤公租公課 2,084,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実額を基礎とし、経年減価を考慮し

査定（DCF 分析期間の 10 年平均を採用） 

⑥損害保険料 191,000 円 提示された資料（類似不動産の水準）を参考に

査定（再調達原価の 0.04％相当） 

⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 45,314,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 420,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除し

た額に 2.0％の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 3,773,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、

平準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 41,961,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.5％ － 

直接還元法による価格 646,000,000 円 － 

DCF 法による価格 632,000,000 円 － 

 割引率 6.3％ － 

終還元利回り 6.7％ － 

原価法による積算価格 337,000,000 円 － 

 土地割合 6.2％ － 

建物割合 93.8％ － 
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界 川治 
分類 界 
用途 旅館 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成 26 年 5 月 2 日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 1,000,000,000 円 鑑定評価額 
（価格時点） 

1,100,000,000 円 
（平成 26 年 1 月 31 日） 

所在地（住居表示） 栃木県日光市川治温泉川治 22 番地 12 

交通 野岩鉄道会津鬼怒川線「川治湯元駅」より約 780m 

土地 地番 栃木県日光市川治温泉川治字佐越坂

22 番地 12 他 
建物 竣工年月 平成 6 年 9 月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッ

キ鋼板葺 

容積率 200% 延床面積 8,190.38 ㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社交通公社トラベランド 

敷地面積 8,671.47 ㎡ 施工者 戸田建設株式会社 

所有形態 所有権及び借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 8,190.38 ㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社星野リゾート・マネジメン

ト 
テナント数 1 

客室数 54 転貸テナント数 0 
特記事項：  
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、本書の日付現在、当該

隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
・本土地の一部（696.95 ㎡）について、売主は、賃貸人である個人（3 名）との間で以下の内容の土地賃貸借契約書を

締結しています。本投資法人は、本物件の取得に伴い、当該賃貸借契約に基づく借地権を取得する予定です。な

お、本投資法人は、売主との間で、かかる借地権の取得に際し賃貸人である個人（3 名）に対して支払う承諾料を負

担することを合意しており、当該承諾料の支払を考慮して全体として鑑定評価額を超えることがないよう、取得予

定価格を決定しています。 
借地権設定者：個人（3 名） 
借地権の種類：普通借地権 
借地期間  ：平成 26 年 2 月 6 日から 30 年間 
年間賃料  ：600,000 円 
賃料改定  ：5 年毎に、公租公課の変動や周辺の賃料相場の変動等により賃料が不相当となった場合等につい

て協議し合意の上、賃料を改定することができる。 
敷金・保証金：なし  
契約更新  ：借地権設定者及び賃借人である本投資法人は、賃貸借期間満了の 1 年前までに、更新について協

議する。賃貸借期間が満了する場合において、賃借人である本投資法人が更新を請求したとき

は、従前の契約と同一の条件で更に 20 年間更新するものとし、その後も同様とする。ただし、借

地権設定者が賃借人の請求に対して遅滞なく異議を述べたときは、この限りではない。なお、借

地権設定者は、正当の事由がある場合を除き、かかる異議を述べることができない。 
中途解約  ：借地権設定者は中途解約することができない。賃借人は、借地権設定者に対して 12 か月前に書面

により通知することにより、中途解約することができる。 
・本物件は自然公園法に定める国立公園内に位置しており、宿舎事業を行う場合には、環境大臣の認可が必要です。

また、建物の増改築を行う場合等、認可にあたり提出した申請書等の事項を変更する場合には、環境大臣の認可を

受ける必要があります。なお、本投資法人は、本物件の取得にあたり、かかる認可を受ける必要がないことを環境

省日光自然環境事務所に確認しています。 
・本書の日付現在、売主は本物件内において木造の水車小屋の増築工事（完成予定時期：平成 26 年 5 月末日）を行っ

ています。本投資法人は、売主より当該工事の請負契約上の発注者の地位を承継しますが、請負代金及び費用につ

いては、引き続き売主のみが義務を負うことを合意しています。 
・本書の日付現在、本物件は改装工事のため旅館の運営を休業していますが、本物件のテナントとなる売主は、本投

資法人に対し、平成 26 年 6 月末日までに旅館の運営を開始することを合意しています。ただし、本投資法人は、後

記「賃貸借の概要」に記載のとおり、賃料が平成 26 年 5 月 2 日より発生することをテナントと合意しています。 
・本物件には、水質汚濁防止法に規定される特定施設に該当するちゅう房施設、入浴施設及びし尿処理施設が設置さ

れています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 26 年 5 月 2 日から 20 年間 

賃貸面積 8,190.38 ㎡ 

賃料 年間固定賃料：99 百万円（ただし、平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 10 月 31 日までは、年間 110
百万円） 
変動賃料：変動賃料は平成 27 年 11 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分

の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の

売上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12 分の 1 とします。ただし、平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 10 月 31 日までの賃料は、割増の

年間固定賃料 110 百万円のみです。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担

の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする

ことができます。 

中途解約について 賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借

人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後 10 年）の

末日までの賃料相当額と 12 か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算にあ

たっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を 1 か月目として過去 12 か月間の賃料の平

均月額を用います。ただし、賃貸借期間が 12 か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額と

します。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 
 

運営実績 

 
平成 25 年 

累計 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 45.8% 62.6% 55.7% 52.0% 66.3% 63.6% 54.7% 68.5% 57.0% 79.8% 84.5% 60.4% 62.6%

ADR （円） 36,654 20,809 21,341 22,212 22,214 20,632 21,831 28,874 23,036 22,365 24,852 20,142 23,598

RevPAR （円） 16,794 13,033 11,895 11,545 14,730 13,131 11,933 19,784 13,139 17,849 21,001 12,164 14,764

売上高 （百万円） 64 58  58  53 70 67 58 76 56  84  88  62 793 

 
物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 
川治温泉は享保年間の開湯といわれ、隣接する鬼怒川温泉と共に年間 170 万人を上回る観光客が訪れる栃木県内有数

の温泉観光地です。平成 18 年には市町村合併により日光市に編入され、年間 500 万人規模の国内有数の観光エリアで

ある日光と一体としての周遊等、観光行政の効率化が奏功する可能性も指摘できます。 
日光エリアから車で 1 時間程度、鬼怒川温泉から 15 分程度であり、更に塩原、会津若松、尾瀬などへのアクセス拠点

としても活用できる立地となっています。 

概要・特徴： 
1～2 階が共用階、3～7 階が客室階というシンプルな構成の 7 階建の建物であり、いずれの客室からも四季折々に表情

を変える山々を眺めることができ、ひっそりとした渓流沿いに佇む温泉旅館として、個人旅行客への訴求力も高いも

のとなっています。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 1,100,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 109,335,000 円 － 

  ①潜在総収益 109,335,000 円 － 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

②空室損失相当額 0 円 － 

③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 22,930,000 円 － 

  ④維持管理費等 7,449,000 円 建物状況調査報告書の見積りを妥当と判断し、

平準化した額の 30％を計上 

⑤公租公課 14,049,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実額を基礎とし、経年減価を考慮し

査定（DCF 分析期間の 10 年平均を採用） 

⑥損害保険料 832,000 円 提示資料を妥当と判断し計上（再調達原価の

0.03%相当） 

⑦その他の費用 600,000 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 86,405,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 996,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除し

た額に 2.0％の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 17,382,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、

平準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 70,019,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.3％ － 

直接還元法による価格 1,110,000,000 円 － 

DCF 法による価格 1,080,000,000 円 － 

  割引率 6.1％ － 

終還元利回り 6.5％ － 

原価法による積算価格 1,500,000,000 円 － 

  土地割合 9.5％ － 

建物割合 90.5％ － 
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チサンイン 塩尻北インター 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 672,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

743,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 長野県塩尻市大字広丘吉田字道西642番地3  

交通 JR篠ノ井線「村井駅」より約1.5km 

土地 地番 長野県塩尻市大字広丘吉田字道西

642番地3他 

建物 竣工年月 平成19年3月（チサンイン 塩尻北イ

ンター）／平成20年1月（飲食店

舗） 

建ぺい率 60% 構造／階数 （チサンイン 塩尻北インター） 

鉄筋コンクリート造陸屋根 4 階建 
（飲食店舗） 
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 

容積率 200% 延床面積 （チサンイン 塩尻北インター） 

1,944.95 ㎡ 
（飲食店舗） 
155.52㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー（チサンイ

ン 塩尻北インター）／有限会社ヒ

ロ設計室一級建築士事務所（飲食店

舗） 

敷地面積 4,292.64㎡ 施工者 大成建設株式会社（チサンイン 塩
尻北インター）／渋崎建設株式会社

（飲食店舗） 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,100.47㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 1 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,100.47㎡ 

賃料 年間固定賃料：48 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：24百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 
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中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 

違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 65.0% 75.2% 79.4% 80.8% 83.1% 79.2% 82.0% 95.7% 86.2% 91.4% 86.5% 78.2% 81.9%

ADR （円） 4,736 4,778 4,942 4,860 5,082 4,905 5,175 6,033 5,293 5,147 5,101 5,011 5,116

RevPAR （円） 3,078 3,592 3,924 3,927 4,221 3,885 4,242 5,772 4,562 4,704 4,411 3,918 4,191

売上高 （百万円） 10 10  12  12 13 12 13 18 14  15  13  12 154 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件が存する塩尻北IC周辺は、塩尻市の 北端で観光資源が豊富な松本市との市境付近に位置します。南北に幹線

道路である国道19号が走り、当該街路沿いには物販店舗、飲食店舗、娯楽施設、ビジネスホテルなどロードサイド型

商業施設のほか、物流倉庫や研究開発施設など工業系の用途も混在し、多様な土地利用が見られます。 
本物件は、インターチェンジ至近の、主要幹線道路である国道19号と長野自動車道との交差部に位置しています。市

内には精密機械、電気機械等の工場が立地しており、松本空港及びその周辺の大型競技場へも車で数分程度であり、

ビジネス需要のみならず一定のレジャー需要も享受できる立地条件を有しています。 

概要・特徴： 
本物件は、4階建てのホテルであり、形の凹凸が少ない直方形で、外観は淡色系の2色がコントラストを成しシンプル

かつ合理的な設計です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、駐車場スペースは十分確保され出入りも容易で

す。 
客室は92室（1～4階）あり、客室面積は14～18㎡程度です。共用施設は朝食会場があり、客室に対する設置率が約65%
の駐車場は無料で利用可能となります。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 743,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 56,168,760 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

56,168,760 円 予定契約に基づく（変動賃料部分はテナント収支

関連資料を基に算定） 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 6,674,246 円 － 

 ④維持管理費等 768,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 5,794,827 円 土地・建物：平成 25 年度実額に基づき査定 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 111,419 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 49,494,514 円 － 

(4) 一時金の運用益 480,000 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,261,750 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 47,712,764 円 － 

(7) 還元利回り 6.4％ － 

直接還元法による価格 746,000,000 円 － 

DCF法による価格 739,000,000 円 － 

 割引率 6.2％ － 

終還元利回り 6.6％ － 

原価法による積算価格 676,000,000 円 － 

 土地割合 50.7％ － 

 建物割合 49.3％ － 
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チサンイン 佐野藤岡インター 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 742,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

845,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 栃木県佐野市高萩町1344番地1 

交通 JR両毛線「佐野駅」より約3.5km 

土地 地番 栃木県佐野市高萩町1344番地1他 建物 竣工年月 平成18年10月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 

容積率 200% 延床面積 1,968.91㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,894.40㎡ 施工者 斎藤工業株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.91㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,968.91㎡ 

賃料 年間固定賃料：52 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：26百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 82.7% 86.7% 92.8% 80.2% 81.0% 83.8% 79.4% 86.8% 78.0% 82.4% 83.6% 88.3% 83.8%

ADR （円） 5,449 5,217 5,248 5,419 5,556 5,355 5,328 5,773 5,437 5,343 5,590 5,621 5,446

RevPAR （円） 4,507 4,522 4,869 4,344 4,498 4,485 4,231 5,009 4,241 4,404 4,670 4,961 4,563

売上高 （百万円） 14 12  15  13 14 13 13 15 12  13  14  15 163 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件が存する栃木県佐野市は、東京から70km圏内に位置し、北関東東西を結ぶ国道50号に東北自動車道がクロスす

る交通の要衝となっています。更に、平成23年には北関東自動車道が全面開通し、佐野田沼ICが開設されたことから

利便性は格段に向上しています。近年では大規模アウトレットモールの大規模集客が見られる上に、従来からの観光

資源も豊富で、観光面での訴求力も比較的高い地域です。 
本物件は、東北自動車道佐野藤岡ICから約1kmと近接し、同ICから国道50号でダイレクトにアクセスが可能で、またア

ウトレットモールにもほど近く、ホテル立地としては絶好のロケーションにあります。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。ホテル棟自体は前面国道に面していませんが、スペースが十分

に確保された駐車場が前面国道に面しており、出入りも容易です。 
客室は92室（1～4階）あり、客室面積は基本的に14～16㎡程度です。共用施設は朝食会場となるレストランのみのシ

ンプルな構成で、駐車場は71台あり、宿泊者は無料で利用が可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 845,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 60,566,000 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

60,566,000 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 4,880,000 円 － 

 ④維持管理費等 688,000 円 自ら入手した資料（類似不動産の水準）を参考に

実績を基に査定 

 ⑤公租公課 4,073,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実績を基礎とし、経年減価を考慮し査

定（DCF 分析期間の 10 年平均を採用） 

 ⑥損害保険料 119,000 円 提示資料を妥当と判断し計上（再調達原価の

0.03%相当） 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 55,686,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 529,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した

額に 2.0％の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 2,456,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、平

準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 53,759,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.3％ － 

直接還元法による価格 853,000,000 円 － 

DCF法による価格 836,000,000 円 － 

 割引率 6.1％ － 

終還元利回り 6.5％ － 

原価法による積算価格 475,000,000 円 － 

 土地割合 29.5％ － 

 建物割合 70.5％ － 
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チサンイン 諏訪インター 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 658,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

728,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 長野県諏訪市大字中洲字境通2935番地2 

交通 JR中央本線「茅野駅」より約3.5km 

土地 地番 長野県諏訪市大字中洲字境通2935番
地2 

建物 竣工年月 平成18年10月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 

容積率 200% 延床面積 1,944.94㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,858.11㎡ 施工者 清水建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,944.94㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,944.94㎡ 

賃料 年間固定賃料：46 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：23百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 68.8% 71.9% 83.3% 78.0% 74.4% 80.1% 82.1% 95.4% 82.9% 85.3% 86.4% 73.9% 80.3%

ADR （円） 4,933 4,850 4,727 4,971 5,334 5,016 5,430 6,392 5,569 5,386 5,272 5,185 5,286

RevPAR （円） 3,391 3,488 3,938 3,875 3,970 4,017 4,456 6,096 4,619 4,596 4,553 3,832 4,242

売上高 （百万円） 10  9 12  11 12 12 13 18 13 14  13  12 150 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件が在する長野県諏訪市は、時計、カメラ、バルブなどを中心とした精密機械金属工業が急速に発展した、先端

技術の産業都市です。また、観光面では自然に恵まれ、霧ケ峰高原、諏訪湖および温泉を有し、中央線沿線の観光都

市として発展しています。周辺地域は精密機械金属等の内陸型工業が盛んな地域であり、諏訪湖、諏訪大社、上諏訪

温泉など観光施設も市内に存しています。 
本物件は、諏訪インターチェンジ周辺の県道に面しています。当該県道の北東方至近を走る国道20号沿いにはロード

サイド型の大型店舗が多数集積し市内随一の商業繁華性を誇っており、敷地周辺にコンビニエンスストア、飲食店舗

なども多いことから、宿泊時の利便性は高いものと言えます。 

概要・特徴： 
本物件は、シンプルかつ合理的な設計です。敷地は不整形ですが、北東方至近にある交通量の多い国道20号へ正面を

向けた配棟がなされているため視認性は概ね良好で、車両の出入りも容易です。 
客室は92室（1～4階）あり、客室面積は14～18㎡程度です。共用施設は朝食会場があり、客室に対する設置率が約73%
の駐車場は無料で利用可能となります。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 728,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 54,722,628 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

54,722,628 円 予定契約に基づく（変動賃料部分はテナント収支

関連資料を基に算定） 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,479,851 円 － 

 ④維持管理費等 725,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 4,629,662 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 125,189 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 49,242,777 円 － 

(4) 一時金の運用益 469,200 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,169,000 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 47,542,977 円 － 

(7) 還元利回り 6.5％ － 

直接還元法による価格 731,000,000 円 － 

DCF法による価格 725,000,000 円 － 

 割引率 6.3％ － 

終還元利回り 6.7％ － 

原価法による積算価格 431,000,000 円 － 

 土地割合 26.7％ － 

 建物割合 73.3％ － 
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チサンイン 豊川インター 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 602,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

665,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 愛知県豊川市上野二丁目21番地 

交通 JR飯田線、名鉄豊川線「豊川駅」より約3.0km 

土地 地番 愛知県豊川市上野二丁目21番地他 建物 竣工年月 平成19年7月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,040.09㎡ 

 用途地域 準工業地域  設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,607.19㎡ 施工者 清水建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,040.09㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 94 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,040.09㎡ 

賃料 年間固定賃料：42 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：21百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 75.8% 86.0% 80.6% 71.1% 77.9% 79.4% 85.1% 90.4% 82.8% 80.6% 77.6% 80.7% 80.6%

ADR （円） 4,472 4,080 4,550 4,417 4,531 4,254 4,325 4,841 4,379 4,375 4,658 4,480 4,451

RevPAR （円） 3,389 3,508 3,668 3,139 3,529 3,378 3,679 4,375 3,623 3,526 3,612 3,612 3,589

売上高 （百万円） 11 10  12  10 11 10 12 14 11  11  11  11 133 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の在する豊川市エリアは、東三河地域では隣接の豊橋市に次ぐ都市規模を誇ります。市内中心部に大手製造業

の工場等が建つほか、三河湾沿いの埋立地には大手企業の物流倉庫・工場等が集約しています。また、市内の豊川稲

荷は年間400万人以上の参拝客があります。 
本物件は、豊川駅から3km程度に、豊川ICから0.6kmに位置します。ICに近く、車両によるアクセスは良好で、前面道

路の国道151号は平成26年度新東名高速道路が延伸されるに伴い開設される「新城」ICと「豊川」ICを繋ぐ道路となる

ため、今後、近隣各都市へのアクセスの向上が期待できます。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。敷地の形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好であ

り、駐車場スペースは十分確保され出入りも容易です。 
客室は94室（1~5階）あり、客室面積は14～14.5㎡程度です。共用施設は朝食会場のみですが、コンパクトでシンプル

な設計となっています。なお、駐車場は無料で利用可能となります。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 665,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 50,207,580 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

50,207,580 円 予定契約に基づく（変動賃料部分はテナント収支

関連資料を基に算定） 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,830,441 円 － 

 ④維持管理費等 683,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 5,013,900 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 133,541 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 44,377,139 円 － 

(4) 一時金の運用益 429,600 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,051,250 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 42,755,489 円 － 

(7) 還元利回り 6.4％ － 

直接還元法による価格 668,000,000 円 － 

DCF法による価格 662,000,000 円 － 

 割引率 6.2％ － 

終還元利回り 6.6％ － 

原価法による積算価格 579,000,000 円 － 

 土地割合 38.5％ － 

 建物割合 61.5％ － 
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チサンイン 鳥栖 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 504,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

558,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 佐賀県鳥栖市弥生が丘六丁目84番 

交通 JR鹿児島本線「弥生が丘駅」より約1.1km 

土地 地番 佐賀県鳥栖市弥生が丘六丁目91番地

他 

建物 竣工年月 平成19年7月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 

容積率 200% 延床面積 1,968.02㎡ 

用途地域 第一種住居地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,374.09㎡ 施工者 株式会社イチケン 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.02㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,968.02㎡ 

賃料 年間固定賃料：36 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：18百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 70.0% 68.9% 73.8% 67.2% 63.5% 63.6% 68.0% 86.4% 72.8% 76.8% 84.4% 82.3% 73.2%

ADR （円） 4,217 4,066 4,211 4,277 4,469 4,198 4,886 5,402 4,196 4,118 4,354 4,403 4,419

RevPAR （円） 2,952 2,803 3,109 2,874 2,839 2,669 3,322 4,668 3,055 3,163 3,675 3,624 3,235

売上高 （百万円） 9 8 10  8 9 8 10 14 9  10  11  11 117 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の在する弥生が丘エリアは、九州自動車道の鳥栖ICの北西方に約2km前後に位置する区画整理によって造成され

た地域です。鳥栖ICから続く鳥栖JCTは、九州自動車道、大分自動車道、長崎自動車道や国道3号など九州の東西南北

を結ぶ交通の要衝であり、博多港、福岡空港、有明佐賀空港などへのアクセスが良好であることから、鳥栖IC周辺に

は物流施設が集積しています。周辺には、九州における物流拠点として立地特性を有することから、弥生が丘エリア

の西側に鳥栖プレミアム・アウトレット（平成16年）及び九州シンクロトロン光研究センター（平成18年）などの大

型施設が進出しています。 
本物件は、弥生が丘駅から徒歩で14分程度、鳥栖ICから車で9分程度に位置します。接面する県道沿いには飲食店舗、

コンビニエンスストア等が見られ、徒歩圏で利用できることからホテル利用者にとって利便性は高く、主に周辺工場

等のビジネス利用客が多いものの、鳥栖市はサッカーチームの本拠地もあり、さらに鳥栖プレミアム・アウトレット

も近く観光による宿泊需要も期待できます。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好で

あり、駐車場スペースは十分確保され出入りも容易です。 
客室は92室（1～4階）あります。共用施設は朝食会場があり、駐車場は無料で利用可能となります。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 558,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 42,492,204 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

42,492,204 円 予定契約に基づく（変動賃料部分はテナント収支

関連資料を基に算定） 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 4,258,176 円 － 

 ④維持管理費等 712,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 3,423,097 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 123,079 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 38,234,028 円 － 

(4) 一時金の運用益 360,000 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,081,417 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 36,512,611 円 － 

(7) 還元利回り 6.5％ － 

直接還元法による価格 562,000,000 円 － 

DCF法による価格 553,000,000 円 － 

 割引率 6.3％ － 

終還元利回り 6.8％ － 

原価法による積算価格 415,000,000 円 － 

 土地割合 26.3％ － 

 建物割合 73.7％ －  
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チサンイン 千葉浜野Ｒ16 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 798,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

947,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 千葉県千葉市中央区村田町1133番地2 

交通 JR内房線「浜野駅」より約0.4km 

土地 地番 千葉県千葉市中央区村田町1133番地

2他 

建物 竣工年月 平成19年7月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,023.29㎡ 

用途地域 第二種住居地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,470.00㎡ 施工者 株式会社長谷工コーポレーション 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,023.29㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 94 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・本土地の一部（45.27㎡）に、送電線路の設置及びその保全のための地役権が設定されています。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,023.29㎡ 

賃料 年間固定賃料：57 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：28百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 87.7% 92.5% 92.3% 87.0% 92.9% 82.3% 88.6% 94.3% 86.7% 90.0% 86.1% 91.5% 89.3%

ADR （円） 5,347 5,144 5,271 5,239 5,162 5,590 5,323 5,958 5,346 5,550 5,667 5,888 5,460

RevPAR （円） 4,688 4,758 4,865 4,557 4,793 4,598 4,718 5,620 4,635 4,992 4,876 5,385 4,877

売上高 （百万円） 15 13  15  14 15 14 15 18 14  15  15  17 178 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の在する千葉市中央区は、北部に市役所、県庁といった行政機関やそごう千葉、千葉三越、千葉パルコ等の駅

前大型商業施設が集積しており、区南部ではJR線蘇我駅前の製鉄所の跡地にハーバーシティ蘇我といった商業施設が

見られます。 寄駅である浜野駅から東京駅まで約53分であり、都心郊外からのアクセスとしては概ね良好です。JR
線浜野駅からは千葉市中心部へのアクセスが良好であることから、ビジネス需要も比較的堅調であり、また千葉県内

は全国第2位にランクインするほどゴルフ場数が多いことから、首都圏及びその周辺からのゴルフツアー客の取り込み

が期待できます。 
本物件は、JR線浜野駅から徒歩で5分程度、蘇我ICから車で5分程度に位置します。鉄道駅からのアクセスも容易です

が、国道16号沿いに立地するため、車によるアクセスが好まれる立地であり、周辺に複数存する各ゴルフ場へのアク

セスが良好です。また、やや距離はありますが、京葉道路・南関東自動車道経由により、東京ディズニーリゾートま

で約40分でアクセスが可能です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。国道16号からはやや奥まった位置にありますが、周辺には高層

の建物もなく視認性は概ね良好です。また広い敷地内に駐車場スペースを十分確保しており、車両の出入りも容易で

す。客室は94室（1～5階）です。共用施設として朝食会場があり、駐車場は全56台あり、無料で利用可能となりま

す。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 947,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 64,544,000 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

64,544,000 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,368,000 円 － 

 ④維持管理費等 740,000 円 自ら入手した資料（類似不動産の水準）を参考に

実績を基に査定 

 ⑤公租公課 4,484,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実績を基礎とし、経年減価を考慮し経

年減点補正率を参考に査定 

 ⑥損害保険料 144,000 円 提示された資料を妥当と判断し計上（再調達原価

の 0.03%相当） 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 59,176,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 570,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した

額に 2.0％の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 2,347,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、平

準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 57,399,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.0％ － 

直接還元法による価格 957,000,000 円 － 

DCF法による価格 936,000,000 円 － 

 割引率 5.8％ － 

終還元利回り 6.2％ － 

原価法による積算価格 532,000,000 円 － 

 土地割合 35.0％ － 

 建物割合 65.0％ － 
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チサンイン 熊本御幸笛田 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 616,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

675,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 熊本県熊本市南区御幸笛田二丁目16番1号 

交通 JR肥後本線「平成駅」約2.4km 

土地 地番 熊本県熊本市南区御幸笛田二丁目

806番地 

建物 竣工年月 平成19年10月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,094.77㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,877.99㎡ 施工者 株式会社フジタ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.77㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・本土地（805番及び806番）は道路に接道していませんが、接道要件を満たしている本土地（728番1）との間にある

水路の法定外公共物使用許可を取得することで接道要件を満たしています。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,094.77㎡ 

賃料 年間固定賃料：43 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：21百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 77.2% 84.4% 82.4% 76.5% 79.0% 72.6% 84.2% 89.8% 85.2% 85.9% 87.3% 82.0% 82.2%

ADR （円） 4,285 4,191 4,406 4,544 4,861 4,309 4,362 4,950 4,531 4,407 4,491 4,355 4,480

RevPAR （円） 3,306 3,537 3,628 3,474 3,838 3,127 3,673 4,442 3,860 3,784 3,919 3,570 3,682

売上高 （百万円） 11 10  12  11 13 10 12 15 12  12  12  12 142 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する御幸笛田は熊本市の中心部から南方に位置します。従来は住宅地、農地を中心とするエリアでした

が、近年、熊本東バイパス（国道57号のバイパス）が整備され、宅地化が進み、商業店舗や流通倉庫、事業所等が建

つ路線商業地域が発達しています。周辺は、熊本東バイパス沿いに路線商業店舖、病院、公園、工場等が建ち並ぶ路

線商業地域が形成されています。熊本中心部付近までは道路距離で約5km、熊本駅までは道路距離で約4.5kmの距離で

あり、基本的に自動車が移動手段となります。主要施設へのアクセスは自動車で15分程度で九州自動車道「益城熊本

空港」IC、40分程度で熊本空港へとアクセスが可能です。 
本物件は、熊本駅から自動車で10分程度、益城熊本ICから15分程度に位置します。駅徒歩圏ではありませんが、熊本

東バイパスという交通量の多い幹線国道沿いであり、自動車利用を前提とすれば各方面へのアクセスは良好です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。敷地の広さを活かした配棟がなされ、国道からの視認性は概ね

良好であり、駐車場スペースは十分確保され出入りも容易です。 
客室は98室（1～5階）あり、客室面積は14～15㎡程度です。共用施設はロビーを兼ねた朝食会場があり、駐車場は61
台あり、無料で利用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 675,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 52,267,272 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

52,267,272 円 予定契約に基づく（変動賃料部分はテナント収支

関連資料を基に算定） 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,781,552 円 － 

 ④維持管理費等 832,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 4,819,277 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 130,275 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 46,485,720 円 － 

(4) 一時金の運用益 439,200 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,210,833 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 44,714,087 円 － 

(7) 還元利回り 6.6％ － 

直接還元法による価格 677,000,000 円 － 

DCF法による価格 672,000,000 円 － 

 割引率 6.4％ － 

終還元利回り 6.8％ － 

原価法による積算価格 578,000,000 円 － 

 土地割合 38.4％ － 

 建物割合 61.6％ － 
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チサンイン 宇都宮鹿沼 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 714,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

769,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 栃木県宇都宮市鶴田町字油田3023番地 

交通 東武鉄道「南宇都宮駅」より約1.4km 

土地 地番 栃木県宇都宮市鶴田町字油田3023番
地他 

建物 竣工年月 平成19年12月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 第一種低層住居専用地域・第二種住

居地域 

設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,658.08㎡ 施工者 大成建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、本書の日付現在、当該

隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 年間固定賃料：51 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：25百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 71.5% 78.0% 78.0% 68.9% 75.8% 64.7% 69.4% 84.1% 73.7% 75.5% 78.2% 76.3% 74.5%

ADR （円） 5,373 5,277 5,515 5,559 5,656 5,500 5,514 5,939 5,607 5,552 5,558 5,455 5,549

RevPAR （円） 3,841 4,117 4,302 3,829 4,289 3,557 3,823 4,993 4,131 4,192 4,343 4,164 4,134

売上高 （百万円） 12 12  14  12 14 11 12 16 13  13  13  13 156 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する宇都宮市鶴田町エリアは、宇都宮市の中西部、JR及び東武宇都宮駅の西方に位置します。 
宇都宮市は人口50万人超、行政的にも経済的にも県内では圧倒的なプライメイトシティです。新幹線が利用可能なJR
宇都宮駅を中心に市街化し、商圏が形成されており、国道119号や国道4号沿いにはロードサイド型の商業集積が見ら

れます。観光面では日光エリアが35km圏内、また周辺にはゴルフ場が多数存するなど、宇都宮を拠点として周遊客の

取り込みが可能であり、新幹線が利用でき、都心接近性に優れる点で、会議観光、MICE（多くの集客交流が見込まれ

るビジネスイベントなどの総称です。）観光を誘致する動きもみられます。 
本物件は、東北自動車道鹿沼ICから約6.0km、JR宇都宮駅から約4.0kmの立地にあります。同ICから県道鹿沼インター

通りでダイレクトにアクセスが可能です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。ホテル棟は敷地のほぼ中央に東向きの配棟で、駐車場スペース

は十分確保されています。 
客室は98室（1～5階）あり、客室面積は14㎡程度です。共用施設は朝食会場となるレストランのみのシンプルな構成

で、駐車場は60台あり、宿泊者は無料で利用が可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 769,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 57,728,000 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

57,728,000 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,245,000 円 － 

 ④維持管理費等 578,000 円 自ら入手した資料（類似不動産の水準）を参考に

実績を基に査定 

 ⑤公租公課 4,525,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実績を基礎とし、経年減価を考慮し査

定（DCF 分析期間の 10 年平均を採用） 

 ⑥損害保険料 142,000 円 提示された資料を妥当と判断し計上（再調達原価

の 0.03%相当） 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 52,483,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 510,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した

額に 2.0％の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 2,526,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、平

準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 50,467,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.5％ － 

直接還元法による価格 776,000,000 円 － 

DCF法による価格 761,000,000 円 － 

 割引率 6.3％ － 

終還元利回り 6.7％ － 

原価法による積算価格 603,000,000 円 － 

 土地割合 36.7％ － 

 建物割合 63.3％ － 
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チサンイン 福井 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 644,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

702,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 福井県福井市大和田一丁目1504番地 

交通 JR北陸本線「福井駅」より約4.5km 

土地 地番 福井県福井市大和田一丁目1504番地

他 

建物 竣工年月 平成19年12月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,094.01㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,680.57㎡ 施工者 木原建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.01㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,094.01㎡ 

賃料 年間固定賃料：45 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：22百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 69.7% 66.5% 65.4% 66.6% 68.5% 73.6% 68.7% 85.8% 76.0% 79.0% 79.1% 71.2% 72.5%

ADR （円） 5,115 5,200 5,359 5,209 5,358 5,144 5,299 5,973 5,269 5,160 5,249 5,304 5,315

RevPAR （円） 3,562 3,458 3,507 3,467 3,670 3,786 3,642 5,125 4,001 4,078 4,152 3,777 3,855

売上高 （百万円） 11 10  11  11 12 12 12 17 12  13  13  12 145 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する福井バイパス沿いの大和田エリアは、北陸3県 大級の規模を誇るショッピングセンター「フェアモー

ル福井」を中心に、大型家電量販店や物販店が建ち並びロードサイドの商業地を形成し、福井県内にあって繁華性の

高いエリアです。また福井バイパス沿いには福井市中央卸売市場もあり、その背後には、市場関連の工場や倉庫も集

積し、近隣には福井大学医学部附属病院、福井県立病院なども存しています。 
本物件は、福井駅から車で10分程度、北陸自動車道福井北ICから5分程度に位置するため、福井駅や北陸自動車道福井

北ICへのアクセスも良好です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。国道から車両の出入りはできないものの、合理的な配棟がなさ

れ、国道からの視認性は良好であり、駐車場スペースについては十分確保されており、出入りも容易です。 
客室は98室（1～5階）あります。共用施設は朝食会場があり、駐車場は62台あり、無料で利用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 702,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 54,695,976 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

54,695,976 円 予定契約に基づく（変動賃料部分はテナント収支

関連資料を基に算定） 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,457,849 円 － 

 ④維持管理費等 786,000 円 実額に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 4,529,910 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 141,939 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 49,238,127 円 － 

(4) 一時金の運用益 459,600 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,492,250 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 47,205,477 円 － 

(7) 還元利回り 6.7％ － 

直接還元法による価格 705,000,000 円 － 

DCF法による価格 698,000,000 円 － 

 割引率 6.5％ － 

終還元利回り 6.9％ － 

原価法による積算価格 561,000,000 円 － 

 土地割合 34.9％ － 

 建物割合 65.1％ － 
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チサンイン 福島西インター 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 672,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

714,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 福島県福島市成川字杵清水20番地1 

交通 JR東北新幹線、東北本線「福島駅」より約4.8km 

土地 地番 福島県福島市成川字杵清水20番地1 建物 竣工年月 平成20年2月 

建ぺい率 60%・70% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,094.01㎡ 

用途地域 準工業地域・指定なし 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 4,728.00㎡ 施工者 斎藤工業株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.01㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、本書の日付現在、当該

隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,094.01㎡ 

賃料 年間固定賃料：48 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：24百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 67.6% 83.2% 80.2% 83.0% 79.1% 75.9% 77.6% 85.3% 80.0% 83.3% 85.0% 77.9% 79.8%

ADR （円） 4,725 4,828 5,077 5,242 5,391 5,277 5,394 5,830 5,344 5,189 5,357 5,260 5,254

RevPAR （円） 3,196 4,018 4,071 4,350 4,262 4,006 4,186 4,970 4,273 4,323 4,553 4,096 4,192

売上高 （百万円） 10 12  13  13 14 12 13 16 13  14  14  13 160 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する福島駅西部は、国道13号線（福島西道路）を境に、市中心部側は戸建住宅、アパート、中低層の事務

所や店舗等が混在する市街地が形成されています。一方、福島西道路以西は、依然として農地が多く残る地域であ

り、その中に戸建住宅や工場、倉庫等が散見される地域となっています。交通アクセスは、東北自動車道の福島西イ

ンターが存することから、関東地方及び東北地方への交通利便性は比較的良好です。また、国道115号線沿いに山間部

方面に行けば各種温泉やスキー場、ゴルフ場等が存することから、当該地域は物流業のトラックと共に観光客の交通

量も比較的多いエリアとなっています。 
本物件は、東北自動車道の福島西インターに隣接しており、関東地方、東北地方のいずれにも行きやすく、福島のカ

ーアクセスの玄関口に存するホテルです。主な需要者は物流業従事者や周辺工場等への出張客等の法人利用ですが、

上述のとおり国道115号線の山間部にはスキー場や温泉等、観光資源も多く見られることから、観光客も一定割合存し

ます。このような需要者層に対し、インター至近という立地は非常に競争力が高い立地と言えます。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好で

あり、駐車場スペースは十分確保され出入りも容易です。 
客室は98室（1～5階）あり、客室面積は15～16㎡程度です。共用施設は朝食会場があり、駐車場は無料で利用可能と

なります。 

 



 

- 121 - 

 

鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 714,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 54,268,000 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

54,268,000 円 － 

②空室損失相当額 0 円 一括貸しのため計上しない 

 ③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 4,456,000 円 － 

 ④維持管理費等 627,000 円 自ら入手した資料（類似不動産の水準）を参考に

実績を基に査定 

 ⑤公租公課 3,683,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実績を基礎とし、経年減価を考慮し査

定（DCF 分析期間の 10 年平均を採用） 

 ⑥損害保険料 143,000 円 提示された資料を妥当と判断し査定（再調達原価

の 0.03%相当） 

 ⑦その他の費用 3,000 円 法定外公共用物使用料 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 49,812,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 480,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した

額に 2.0％の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 2,734,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、平

準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 47,588,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.6％ － 

直接還元法による価格 721,000,000 円 － 

DCF法による価格 707,000,000 円 － 

 割引率 6.4％ － 

終還元利回り 6.8％ － 

原価法による積算価格 507,000,000 円 － 

 土地割合 25.5％ － 

 建物割合 74.5％ － 
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チサンイン 新潟中央インター 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 630,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

686,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 新潟県新潟市中央区湖南14番5 

交通 JR上越新幹線、信越本線「新潟駅」より約6km 

土地 地番 新潟県新潟市中央区湖南14番地5 建物 竣工年月 平成20年4月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 3,177.86㎡ 施工者 株式会社加賀田組 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・本土地の一部（254㎡）については、売主とその前所有者である土地区画整理組合との間の合意に基づき、公衆用道

路として一般の通行の用に供されています。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 年間固定賃料：45 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：22百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 62.9% 70.7% 71.3% 67.1% 77.0% 66.3% 72.6% 85.9% 71.5% 74.2% 68.5% 55.1% 70.3%

ADR （円） 4,544 4,604 5,013 5,064 5,444 5,001 5,414 6,220 5,448 5,100 5,122 5,008 5,202

RevPAR （円） 2,858 3,256 3,575 3,398 4,191 3,314 3,929 5,343 3,896 3,784 3,506 2,761 3,656

売上高 （百万円） 9 10  12  11 14 10 13 18 12  12  11  9 141 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する新潟市中央区南方エリアは、田畑が多く残るエリアですが、サッカー場や野球スタジアム等のスポー

ツ施設、市民病院、大規模商業施設等が見られます。当該地域を含む新潟市は観光資源も豊富であり、前述のスポー

ツ施設の他、各種温泉、新潟市水族館、新潟競馬場等が挙げられ、特にJリーグの「アルビレックス新潟」はJリーグの

クラブ内でも観客動員数が多く、夏季を中心に観光客も多い地域です。 
本物件に隣接する新潟中央ICは、磐越自動車道、北陸自動車道及び日本海東北自動車道の起点であり、北陸地方、東

北地方へのカーアクセスの要所となる地域です。従って、トラック等物流関係の車輛交通量も多く存します。また、

上述のスポーツ施設へのアクセスも良好であり、サッカー場及び野球スタジアムはいずれも対象地から約2km程度で

す。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好、

駐車場スペースは十分確保され出入りも容易です。 
客室は98室（1～5階）あり、客室面積は13～18㎡程度です。共用施設は朝食会場があり、駐車場は75台あり無料で利

用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 686,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 52,633,368 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

52,633,368 円 予定契約に基づく（変動賃料部分はテナント収支

関連資料を基に算定） 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,890,388 円 － 

 ④維持管理費等 688,000 円 実額に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 5,057,848 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 144,540 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 46,742,980 円 － 

(4) 一時金の運用益 450,000 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,393,000 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 44,799,980 円 － 

(7) 還元利回り 6.5％ － 

直接還元法による価格 689,000,000 円 － 

DCF法による価格 682,000,000 円 － 

 割引率 6.3％ － 

終還元利回り 6.7％ － 

原価法による積算価格 567,000,000 円 － 

 土地割合 35.6％ － 

 建物割合 64.4％ － 
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チサンイン 大村長崎空港 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 630,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

688,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 長崎県大村市杭出津一丁目825番地3 

交通 JR大村線「大村駅」約1.5km 

土地 地番 長崎県大村市杭出津一丁目825番地3
他 

建物 竣工年月 平成20年5月 

建ぺい率 60%・80% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 

容積率 200% 延床面積 1,968.02㎡ 

用途地域 準工業地域・近隣商業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,781.68㎡ 施工者 株式会社イチケン 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.02㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・本土地と本土地から分筆した隣地との間の境界上に、分筆前から存在する構築物が跨って存在していますが、本書

の日付現在、当該構築物に関して紛争等は発生していません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,968.02㎡ 

賃料 年間固定賃料：45 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：22百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 84.9% 91.0% 89.0% 82.9% 79.2% 71.4% 82.0% 86.4% 79.8% 83.0% 88.8% 84.1% 83.5%

ADR （円） 4,430 4,360 4,561 4,619 4,888 4,608 4,761 5,554 4,767 4,645 4,750 4,693 4,722

RevPAR （円） 3,760 3,967 4,058 3,830 3,871 3,289 3,904 4,798 3,803 3,856 4,219 3,947 3,943

売上高 （百万円） 11 11  12  11 12 10 12 15 11  12  12  12 141 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する大村市杭出津エリアは、大村市の西方沿岸部に位置し、長崎空港の近くに位置します。地域的には住

宅地、農地を中心とする地域であり、国道沿いに路線商業店舗や流通倉庫、事業所等が建つ路線商業地域が発達して

います。 
大村市中心部（市役所付近）までは道路距離で約1.6km、長崎空港までは道路距離で約4.1kmの距離で、主要施設への

アクセスは較的容易なエリアです。また、長崎新幹線の計画が続行中で、大村市に（仮称）新大村駅が敷設される予

定です。 
本物件は、大村駅から自動車で5分程度、長崎空港から10分程度、大村ICから15分程度に位置します。国道34号という

幹線国道に近く、自動車利用を前提とすれば各方面へのアクセスは良い上、特に空港へのアクセスが良好です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好で

あり、駐車場スペースが十分確保され出入りも容易です。 
客室は92室（1～4階）あり、客室面積は15～16㎡程度です。共用施設は朝食会場があり、客室数分が用意された駐車

場は無料で利用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 688,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 52,433,340 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

52,433,340 円 予定契約に基づく（変動賃料部分はテナント収支

関連資料を基に算定） 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,784,333 円 － 

 ④維持管理費等 765,000 円 実額に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 4,890,871 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 128,462 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 46,649,007 円 － 

(4) 一時金の運用益 450,000 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,169,000 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 44,930,007 円 － 

(7) 還元利回り 6.5％ － 

直接還元法による価格 691,000,000 円 － 

DCF法による価格 684,000,000 円 － 

 割引率 6.3％ － 

終還元利回り 6.7％ － 

原価法による積算価格 452,000,000 円 － 

 土地割合 25.9％ － 

 建物割合 74.1％ － 
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チサンイン ひたちなか 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 742,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

851,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 茨城県ひたちなか市大字田彦字後原950番地11 

交通 JR常磐線「勝田駅」より約3.6km 

土地 地番 茨城県ひたちなか市大字田彦字後原

950番地11 
建物 竣工年月 平成20年12月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 

容積率 200% 延床面積 1,968.30㎡ 

用途地域 準住居地域  設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,284.84㎡ 施工者 日本国土開発株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.30㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,968.30㎡ 

賃料 年間固定賃料：52 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：26百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 77.6% 86.2% 91.4% 83.1% 76.4% 66.7% 83.7% 94.2% 82.9% 89.1% 88.4% 87.3% 84.0%

ADR （円） 5,295 5,232 5,387 5,257 5,569 5,062 5,547 5,974 5,060 5,253 5,273 5,181 5,353

RevPAR （円） 4,106 4,510 4,921 4,369 4,255 3,378 4,644 5,627 4,196 4,681 4,663 4,523 4,493

売上高 （百万円） 12 12  16  13 13 10 14 17 14  14  14  14 162 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存するひたちなか市は、茨城県北部に位置し、15万人超（県内第4位）の人口を有する中規模都市です。古く

から日立製作所の企業城下町として発展した工業都市であり、また水戸市に隣接し、ベッドタウンとしての性格も強

いです。 
道路交通は市の西部を国道6号が、東部を北関東自動車道が縦断し、また北西方で常盤自動車道那珂ICへのアクセスも

容易です。国道6号はロードサイド店舗が数多くみられるほか、日立関連の工場周辺の街路は高幅員に整備され、SC等
の進出も引き続き見られます。東京方面から高速利用で2時間圏内、またJR常磐線の特急利用で1時間40分程度でアク

セス可能です。 
本物件は、JR勝田駅から約4km、 寄りインターチェンジである常盤自動車道那珂ICから約7kmに位置し、国道6号に

面する立地です。北関東自動車道水戸南ICからも約11kmで、東京方面から車でアクセスする場合には当該インターの

利用が便利です。交通量の多い国道6号沿いには大小の飲食・物販店舗が多く建ち並んでおり、利便性は良好です。日

立那珂工場、日立佐和工場はともに対象ホテル至近に位置しており、工場関係者にとっては短期・長期を問わず出張

利用に 適なロケーションです。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。やや間口の狭い敷地形状でありますが、隣接する飲食・小売店

舗と一体となっており、複数方向からの出入りが可能です。駐車場スペースは本土地単独ではやや少ないものの、隣

接する他の施設との相互利用で解消されています。 
客室は92室（1～4階）あり、客室面積は基本的に12～14㎡程度、身障者対応の1室は約18㎡です。共用施設は朝食会場

となるレストランのみのシンプルな構成で、駐車場は45台あり、宿泊者は無料で利用が可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 851,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 60,514,000 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

60,514,000 円 － 

②空室損失相当額 0 円 一括貸しのため計上しない 

 ③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 4,253,000 円 － 

 ④維持管理費等 636,000 円 自ら入手した資料（類似不動産の水準）を参考に

実績を元に査定 

 ⑤公租公課 3,487,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実績を基礎とし、経年減価を考慮し査

定（DCF 分析期間の 10 年平均を採用） 

 ⑥損害保険料 130,000 円 提示資料を妥当と判断し計上（再調達原価の

0.03%相当） 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 56,261,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 529,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した

額に 2.0％の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 2,630,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、平

準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 54,160,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.3％ － 

直接還元法による価格 860,000,000 円 － 

DCF法による価格 842,000,000 円 － 

 割引率 6.1％ － 

終還元利回り 6.5％ － 

原価法による積算価格 482,000,000 円 － 

 土地割合 24.1％ － 

 建物割合 75.9％ － 
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チサンイン 土浦阿見 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 770,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

886,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 茨城県稲敷郡阿見町西郷三丁目1番1号 

交通 JR常磐線「勝田駅」より約4.2km 

土地 地番 茨城県稲敷郡阿見町西郷三丁目1番
地3他 

建物 竣工年月 平成20年9月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 

容積率 200% 延床面積 1,968.03㎡ 

用途地域 準住居地域・指定なし 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,963.49㎡ 施工者 株式会社イチケン 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.03㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、本書の日付現在、当該

隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,968.03㎡ 

賃料 年間固定賃料：54 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：27百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 



 

- 132 - 

違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 78.1% 93.2% 95.5% 90.8% 90.9% 87.9% 86.5% 92.3% 90.0% 91.7% 91.6% 91.7% 90.0%

ADR （円） 5,509 5,402 5,485 5,386 5,454 5,352 5,417 5,618 5,292 5,472 5,547 5,472 5,452

RevPAR （円） 4,303 5,032 5,238 4,892 4,954 4,703 4,683 5,186 4,764 5,017 5,080 5,015 4,905

売上高 （百万円） 13 14  16  14 15 14 14 16 14  15  15  15 174 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する阿見町は、茨城県南部、霞ヶ浦に面し、人口は5万人弱、隣接する土浦市（人口15万人弱）とともに現

在では工業都市としての色合いが強く見られます。首都圏や筑波研究学園都市のベッドタウンとして住宅開発が進

み、工業団地の造成や工場誘致に先鞭をつけており、また茨城大学農学部が立地して学生の町としての性格を有し、

主要幹線道路沿いにはロードサイド店舗も多く見られます。首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の整備が進行中で、

阿見東IC付近には「あみプレミアム・アウトレット」がオープンしています。 
本物件は、JR土浦駅から約6km、 寄りインターチェンジである常磐自動車道土浦桜ICから約5kmに位置し、同ICから

国道125号（阿見美浦バイパス）でダイレクトにアクセスが可能な立地です。国道125号沿いには大小の飲食・物販店

舗が多く建ち並び、利便性が高く、工業団地や大学キャンパスへのアクセスも良好で、企業・大学関係者にとっては

短期・長期を問わず出張利用に良好なロケーションです。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様であり、幹線道路が交差する角地に適切な配棟が見られます。客室面

積は基本的に15㎡程度、身障者対応の1室は20㎡です。共用施設は朝食会場となるレストランのみのシンプルな構成

で、駐車場は69台あり、宿泊者は無料で利用が可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 886,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 62,778,000 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

62,778,000 円 － 

②空室損失相当額 0 円 一括貸しのため計上しない 

 ③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 4,639,000 円 － 

 ④維持管理費等 626,000 円 自ら入手した資料（類似不動産の水準）を参考に

実績を元に査定 

 ⑤公租公課 3,880,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実績を基礎とし、経年減価を考慮し査

定（DCF 分析期間の 10 年平均を採用） 

 ⑥損害保険料 133,000 円 提示資料を妥当と判断し計上（再調達原価の

0.03%相当） 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 58,139,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 550,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した

額に 2.0％の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 2,320,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、平

準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 56,369,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.3％ － 

直接還元法による価格 895,000,000 円 － 

DCF法による価格 877,000,000 円 － 

 割引率 6.1％ － 

終還元利回り 6.5％ － 

原価法による積算価格 506,000,000 円 － 

 土地割合 27.2％ － 

 建物割合 72.8％ － 
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チサンイン 甲府石和 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 658,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

723,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 山梨県笛吹市石和町広瀬字小物成場1195番地54 

交通 JR中央本線「石和温泉駅」より約2.1km 

土地 地番 山梨県笛吹市石和町広瀬字小物成場

1195番地54他 

建物 竣工年月 平成21年10月 

建ぺい率 70% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 

容積率 200% 延床面積 1,968.47㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 3,357.07㎡ 施工者 株式会社早野組 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.47㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 92 転貸テナント数 0 

特記事項： 

・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,968.47㎡ 

賃料 年間固定賃料：46 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：23百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 75.6% 77.0% 78.7% 71.6% 79.9% 78.2% 77.5% 90.3% 77.3% 78.0% 71.5% 66.1% 76.8%

ADR （円） 4,861 4,894 4,931 5,144 5,374 5,158 5,243 6,355 5,369 5,146 5,350 5,240 5,275

RevPAR （円） 3,673 3,767 3,879 3,680 4,292 4,031 4,062 5,739 4,147 4,010 3,822 3,465 4,051

売上高 （百万円） 11 10  12  11 13 12 12 17 12  12  11  10 144 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する石和町広瀬エリアは、JR線「甲府」駅の南東方に位置する地域で、 寄駅の「石和温泉」駅からは2km
程度、中央自動車道「一宮御坂」ICからは5～6kmの距離にあります。また「石和温泉」駅は、鉄道（特急かいじ）又

は車利用で都心から1時間半程度とアクセスに恵まれています。石和町広瀬エリア界隈は東西軸である甲府バイパス

（国道20号）を中心とする地域であり、沿道周辺には郊外路線型の飲食･物販店舗やビジネスホテル、スパ等が建ち並

んでいます。なお、隣接する甲府市付近にはリニアモーターカーの停車駅が設置される予定であり、平成39年の開通

予定となっています。 
本物件は、石和温泉駅から車で7分程度、一宮御坂ICから10分程度に位置します。付近には飲食物販店舗が多く、甲府

バイパス至近に位置し、アクセスは良好です。また、当該エリアはリニアモーターカー関連の工事需要がある等、ビ

ジネス目的の利用は底堅く見られます。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。国道からの視認性も概ね良好で、駐車場スペースは一定程度確

保され出入りも容易です。 
客室は92室（1～4階）あります。共用施設はレストラン（朝食会場）があり、駐車場は無料で利用可能となります。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 723,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 54,651,816 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

54,651,816 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 4,962,171 円 － 

 ④維持管理費等 803,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 3,995,964 円 土地・建物：平成 25 年度実額に基づき査定 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 163,207 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 49,689,645 円 － 

(4) 一時金の運用益 469,200 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,169,000 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 47,989,845 円 － 

(7) 還元利回り 6.6％ － 

直接還元法による価格 727,000,000 円 － 

DCF法による価格 719,000,000 円 － 

 割引率 6.4％ － 

終還元利回り 6.8％ － 

原価法による積算価格 509,000,000 円 － 

 土地割合 28.3％ － 

 建物割合 71.7％ － 
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チサンイン 丸亀善通寺 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 588,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

631,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 香川県丸亀市原田町字西三分一1588番地 

交通 JR土讃線「金蔵寺駅」より約1.5km 

土地 地番 香川県丸亀市原田町字西三分一1588
番地他 

建物 竣工年月 平成21年10月 

建ぺい率 70% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,447.29㎡ 施工者 株式会社合田工務店 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・売主は、本土地の隣地の所有者との合意により、本土地及び擁壁の一部について、当該隣地所有者が無償で農作業

のための通行や排水の用に供することを容認しています。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 年間固定賃料：42 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：21百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 70.2% 64.6% 76.3% 61.7% 66.6% 67.1% 65.2% 81.8% 69.7% 67.6% 71.1% 66.1% 69.0%

ADR （円） 4,722 5,023 5,001 4,972 5,058 4,674 5,032 5,691 4,916 4,916 5,004 5,000 5,013

RevPAR （円） 3,313 3,243 3,814 3,066 3,368 3,136 3,281 4,656 3,427 3,325 3,555 3,303 3,461

売上高 （百万円） 11 9 12  9 11 10 10 15 11  11  11  11 131 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する丸亀市は香川県の海岸線側ほぼ中央部に位置し、北側は瀬戸内海国立公園、南側は讃岐山脈が連な

り、陸地部は讃岐平野の一部で平坦な田園地帯が広がる一帯です。本物件が存する善通寺IC周辺は、南北に幹線道路

である国道319号が走り、当該国道沿いに物販店舗、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ビジネスホテルなど

ロードサイド型の商業施設のほか田畑等の農地も残り、多様な用途で利用されています。当該国道は市内の主要な幹

線道路で、大型商業施設である「天満屋ハピータウン善通寺店」が立地し、 寄インター等からのアクセスも概ね良

好です。 
本物件は、市内の中心駅である丸亀駅から車で12分、善通寺ICから4分に位置し、各方面からのアクセスは比較的良好

です。また、宿泊需要はビジネス客や観光客等が中心です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。容積消化率は低いものの、敷地形状を活かした配棟がなされ、

視認性は概ね良好であり、駐車場スペースは十分確保されていて出入りに支障はありません。 
客室は98室（1～5階）あります。共用施設はレストランラウンジがあり、駐車場は無料で利用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 631,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 49,360,416 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

49,360,416 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,065,977 円 － 

 ④維持管理費等 771,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 4,169,827 円 土地・建物：平成 25 年度実額に基づき査定 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 125,150 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 44,294,439 円 － 

(4) 一時金の運用益 420,000 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,204,833 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 42,509,606 円 － 

(7) 還元利回り 6.7％ － 

直接還元法による価格 634,000,000 円 － 

DCF法による価格 628,000,000 円 － 

 割引率 6.5％ － 

終還元利回り 6.9％ － 

原価法による積算価格 498,000,000 円 － 

 土地割合 20.5％ － 

 建物割合 79.5％ － 
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チサンイン 宗像 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 504,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

536,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 福岡県宗像市光岡992番地1 

交通 JR鹿児島本線「東郷駅」より約2.9km 

土地 地番 福岡県宗像市光岡字大畑992番地1他 建物 竣工年月 平成20年12月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 3,015.37㎡ 施工者 株式会社フジタ 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 年間固定賃料：36 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：18百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 56.6% 63.5% 69.5% 63.2% 68.3% 65.4% 76.3% 83.3% 62.1% 61.8% 73.9% 75.9% 68.4%

ADR （円） 4,161 4,354 4,304 4,210 4,532 4,191 4,348 5,076 4,313 4,124 4,434 4,465 4,399

RevPAR （円） 2,355 2,765 2,989 2,660 3,094 2,739 3,317 4,226 2,679 2,548 3,277 3,390 3,007

売上高 （百万円） 8 8 10  8 10 9 11 14 9  8  10  11 116 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する光岡エリアは、幹線道路である国道3号が東西に走り、当該路線沿いにはロードサイド店舗のほかに冷

凍食品関係の工場が見られます。国道3号は福岡市と北九州市を結ぶ幹線道路であり、自動車による交通利便性は高い

水準にあります。近隣には自動車関連会社の工場のほかに、イベントホール、プールなど総合市民センターである宗

像ユリックスも比較的近くに存します。また、海上交通の護り神として有名な宗像大社、玄界灘の海岸線一帯の国定

公園、七夕伝説発祥の地と言われる筑前大島、古くは遣唐使も立ち寄った沖ノ島など観光資源が豊富です。 
本物件は、東郷駅から車で6分程度、若宮IC、古賀ICから15分程度に位置します。接面する幹線道路である国道3号の

交通量は多く、当該路線沿いには飲食店舗、コンビニエンスストア等も見られます。主に周辺工場等のビジネス利用

客が多く見られますが、周辺にはレジャースポットが点在し、観光による宿泊需要も期待できます。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好で

あり、駐車場スペースは十分確保され出入りも容易です。 
客室は98室（1～5階）あります。共用施設は朝食会場があり、駐車場は無料で利用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 536,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 42,826,548 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

42,826,548 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,318,736 円 － 

 ④維持管理費等 714,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 4,468,186 円 土地・建物：平成 25 年度実額に基づき査定 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 136,550 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 37,507,812 円 － 

(4) 一時金の運用益 360,000 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,248,833 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 35,618,979 円 － 

(7) 還元利回り 6.6％ － 

直接還元法による価格 540,000,000 円 － 

DCF法による価格 532,000,000 円 － 

 割引率 6.4％ － 

終還元利回り 6.9％ － 

原価法による積算価格 499,000,000 円 － 

 土地割合 25.5％ － 

 建物割合 74.5％ － 
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チサンイン 岩手一関インター 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 700,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

738,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 岩手県一関市赤荻字月町186番地 

交通 JR東北新幹線、東北本線「一ノ関駅」より約3.3km 

土地 地番 岩手県一関市赤荻字月町186番地 建物 竣工年月 平成21年1月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 

容積率 200% 延床面積 1,968.02㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 3,633.00㎡ 施工者 東海興業株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,968.02㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数(注) 1 

客室数 92 転貸テナント数 1 

特記事項： 

・該当事項はありません。 
(注) 本投資法人の取得時点で有効な賃貸借契約は、本建物に関するものと本土地の一部に関するものの合計 2 件ですが、両賃貸借契約に

おいて賃借する者は同一であるため、テナント数は 1 と記載しています。 

 

賃貸借の概要（建物） 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,968.02㎡ 

賃料 年間固定賃料：49 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 
ただし、後記「賃貸借の概要（土地）」に記載の事業用定期借地権設定契約に基づき賃借人が賃料

（以下、本賃貸借の概要において「本借地料」といいます。）を支払った場合には、本借地料が支

払われた月分の本賃貸借契約に基づく賃料の額は、上記に基づいて算出された額から本借地料相当

額を控除した金額とします。 

敷金、保証金 敷金：24百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 
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中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 

違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

賃貸借の概要（土地） 

賃借人 株式会社 SHR ロードサイドイン 

契約形態 事業用定期借地権設定契約 

契約期間 平成 26 年 5 月 2 日から平成 37 年 6 月 30 日まで。ただし、前記「賃貸借の概要（建物）」に記載

の定期建物賃貸借契約が理由の如何を問わず終了する場合、当該契約の終了と同時に本契約も終了

するものとします。 

賃貸面積 814 ㎡ 

賃料 月間賃料：200,000 円 

敷金、保証金 なし 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本投資法人は、物価、地価の変動、公租公課の増額、その他の経済事情の変動により、本土地の賃

料が不相応と認められるに至ったときは、賃料の増額を請求することができます。 

中途解約について 中途解約の定めはありません。ただし、前記「賃貸借の概要（建物）」に記載の定期建物賃貸借契

約が理由の如何を問わず終了する場合、当該契約の終了と同時に本契約も終了するものとします。

違約金 賃借人が負担する違約金の定めはありませんが、賃借人が転貸テナントから違約金を受領した場合

には、当該違約金相当額を、本投資法人に支払うものとされています。 

契約更改の方法 ― 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 68.0% 77.5% 78.7% 78.8% 77.8% 76.3% 77.8% 83.6% 77.9% 82.0% 75.9% 63.7% 76.5%

ADR （円） 5,185 5,268 5,566 5,604 5,817 5,378 5,525 6,303 5,672 5,581 5,632 5,544 5,603

RevPAR （円） 3,527 4,083 4,381 4,418 4,528 4,105 4,296 5,270 4,420 4,577 4,274 3,530 4,285

売上高 （百万円） 11 11  13  13 14 12 13 16 13  14  13  11 154 
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物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する一関市は多数の工業団地が存在し、岩手県内でも工業集積の高いエリアです。一関ICから8km圏内に

「一関東工業団地」、「一関東第二工業団地」、「真柴第二工業団地」等が存し、その他にも複数の工業団地が見ら

れます。従来は電子部品等が産業の中心でありましたが、隣接する胆沢郡の金ヶ崎エリアにトヨタ自動車東日本株式

会社の工場が建設されたことにより、近年は自動車関連の工場等も見られるようになってきています。また、中尊寺

金色堂や猊鼻渓、厳美渓等の観光地も豊富であり、夏季や紅葉シーズンは観光客も多く見られます。 
本物件は、一関ICに近接した立地です。当該エリアのメインとなる需要層は工場団地からの物流業従事者や、工場団

地への車での出張客等が考えられ、ICからの動線を踏まえれば、当該ホテルの立地環境は良好です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好で

あり、駐車場スペースは十分確保され出入りも容易です。 
客室は92室（1～4階）あります。共用施設は朝食会場があり、駐車場は無料で利用可能です。 

 

鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 森井総合鑑定株式会社 

鑑定評価額 738,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 56,387,000 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

56,387,000 円 － 

②空室損失相当額 0 円 一括貸しのため計上しない 

 ③貸倒損失相当額 0 円 保証金等により担保されているので計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,066,000 円 － 

 ④維持管理費等 727,000 円 自ら入手した資料（類似不動産の水準）を参考に

実績を基に査定 

 ⑤公租公課 4,007,000 円 土地：実額を基礎とし、変動率を考慮（DCF 分

析期間の 10 年平均を採用） 
建物：経年減価を考慮し査定（DCF 分析期間の

11 年目を採用） 
償却資産：実績を基礎とし、経年減価を考慮し査

定（DCF 分析期間の 10 年平均を採用） 

 ⑥損害保険料 130,000 円 提示資料を妥当と判断し計上（再調達原価の

0.03%相当） 

 ⑦その他の費用 202,000 円 水路占用使用料、合併処理浄化槽放流 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 51,321,000 円 － 

(4) 一時金の運用益 499,000 円 満室時保証金等の額から空室分相当額を控除した

額に 2.0%の利回りを乗じて査定 

(5) 資本的支出 2,671,000 円 建物状況評価報告書の見積りを妥当と判断し、平

準化した額の 70％を計上 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 49,149,000 円 － 

(7) 還元利回り 6.6％ － 

直接還元法による価格 745,000,000 円 － 

DCF法による価格 731,000,000 円 － 

 割引率 6.4％ － 

終還元利回り 6.8％ － 

原価法による積算価格 558,000,000 円 － 

 土地割合 31.7％ － 

 建物割合 68.3％ － 
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チサンイン 軽井沢 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 812,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

898,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字子丸浦6番地47 

交通 JR長野新幹線、しなの鉄道線「軽井沢駅」より約3.0Km 

土地 地番 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字

小丸浦6番地47 
建物 竣工年月 平成21年7月 

建ぺい率 60%・30% 構造／階数 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶ

き・陸屋根2階建 

容積率 200%・50% 延床面積 1,917.10㎡ 

用途地域 第一種住居地域・第一種低層住居専

用地域 

設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 4,226.44㎡ 施工者 大成建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 1,917.10㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 90 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 1,917.10㎡ 

賃料 年間固定賃料：57 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：28百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 39.2% 40.2% 51.9% 58.6% 70.2% 55.6% 86.1% 93.1% 87.9% 78.3% 64.9% 52.7% 65.1%

ADR （円） 6,846 6,488 6,213 6,363 7,339 6,677 7,987 13,640 7,718 6,522 6,409 6,231 7,723

RevPAR （円） 2,684 2,610 3,226 3,725 5,150 3,714 6,876 12,696 6,780 5,107 4,158 3,280 5,025

売上高 （百万円） 8 7 10  11 15 11 20 37 19  15  12  10 175 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する軽井沢エリアは避暑地･別荘地として知られる国内有数のリゾート地で、首都圏や中京地区から多くの

観光客が訪れます。軽井沢駅南方エリアは軽井沢プリンスホテル、ゴルフ場、スキー場、軽井沢ショッピングプラザ

（増床工事中）がまとまっており、自動車、駅利用者双方の集客が見込めます。主要街路は東西軸である碓氷バイパ

ス（国道18号）、軽井沢駅から南方に延びるプリンス通り（県道43号）があり、20分弱で上信越自動車道「碓氷軽井

沢」ICへとアクセスできます。 
本物件は、軽井沢駅から車で5分程度、碓氷軽井沢ICから17分程度に位置します。軽井沢プリンスホテルスキー場、軽

井沢地区の各ゴルフ場へのアクセスは良好です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好で

あり、駐車場スペースは十分確保され出入りも容易です。 
客室は90室（1～2階）あります。共用施設は朝食会場、パーティールーム、会議室があり、客室数分が用意された駐

車場は無料で利用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 898,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 66,108,432 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

66,108,432 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 5,904,042 円 － 

 ④維持管理費等 652,000 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 5,101,870 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 150,172 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 60,204,390 円 － 

(4) 一時金の運用益 579,600 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,129,833 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 58,654,157 円 － 

(7) 還元利回り 6.5％ － 

直接還元法による価格 902,000,000 円 － 

DCF法による価格 893,000,000 円 － 

 割引率 6.3％ － 

終還元利回り 6.7％ － 

原価法による積算価格 645,000,000 円 － 

 土地割合 30.1％ － 

 建物割合 69.9％ － 
 



 

- 149 - 

 

チサンイン 姫路夢前橋 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 616,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

672,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 兵庫県姫路市西夢前台三丁目5番地 

交通 JR山陽新幹線、山陽本線「姫路駅」より約5.8km 

土地 地番 兵庫県姫路市西夢前台三丁目5番地 建物 竣工年月 平成21年2月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 

容積率 200% 延床面積 2,406.95㎡ 

用途地域 第二種住居地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,413.68㎡ 施工者 株式会社イチケン 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,406.95㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、本書の日付現在、当該

隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,406.95㎡ 

賃料 年間固定賃料：43 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：21百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 60.9% 59.1% 73.4% 78.0% 77.8% 77.3% 61.2% 82.5% 67.1% 61.0% 74.8% 78.6% 71.0%

ADR （円） 4,925 4,877 5,016 5,226 4,997 4,823 5,071 5,691 4,887 4,742 5,026 5,159 5,055

RevPAR （円） 3,000 2,880 3,680 4,075 3,886 3,727 3,104 4,694 3,277 2,890 3,757 4,054 3,590

売上高 （百万円） 10 8 12  13 13 12 10 15 10  9  12  13 136 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する姫路市は、兵庫県南西部に位置し、兵庫県内では神戸市に次ぐ第二位の商工業と人口を擁する都市で

す。世界遺産である姫路城をはじめとした観光スポットに加え、全国五大工業地に指定されている播磨臨海工業地域

が存し、観光目的による宿泊需要に加え、ビジネス利用による宿泊需要を見込めるエリアとなっています。 
本物件は、姫路駅から車で15分弱程度、山陽自動車道姫路西ICから10分程度に位置します。周辺は大阪府大阪市から

福岡県北九州市に通ずる国道2号線と県道417号線が交差付近にあるため、車両交通量が多く、5km圏内には山陽自動車

道「姫路西」IC、姫路バイパス「太子東ランプ」・「姫路西ランプ」があるため、交通利便性に優れています。ま

た、播磨臨海工業地域や姫路城等へのアクセスも良好です。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。間口の広い形状を活かした配棟がなされ、視認性は概ね良好

で、駐車場スペースについても十分確保され出入りも容易です。 
客室は98室（2～6階）あります。共用施設は朝食会場があり、駐車場は73台あり、無料で利用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 672,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 54,232,068 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

54,232,068 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 7,080,293 円 － 

 ④維持管理費等 712,840 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 6,196,238 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 171,215 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 47,151,775 円 － 

(4) 一時金の運用益 439,200 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,348,667 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 45,242,308 円 － 

(7) 還元利回り 6.7％ － 

直接還元法による価格 675,000,000 円 － 

DCF法による価格 669,000,000 円 － 

 割引率 6.5％ － 

終還元利回り 6.9％ － 

原価法による積算価格 603,000,000 円 － 

 土地割合 29.7％ － 

 建物割合 70.3％ － 
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チサンイン 倉敷水島 
分類 その他 
用途 ホテル 

特定資産の概要 
取得予定年月日 平成26年5月2日 特定資産の種類 不動産 

取得予定価格 728,000,000円 鑑定評価額 

（価格時点） 

789,000,000 円 

（平成26年1月31日） 

所在地（住居表示） 岡山県倉敷市東塚一丁目9番1号 

交通 水島臨界本線「水島駅」より約2.1km 

土地 地番 岡山県倉敷市東塚一丁目286番地3 建物 竣工年月 平成21年10月 

建ぺい率 60% 構造／階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 

容積率 200% 延床面積 2,094.16㎡ 

用途地域 準工業地域 設計者 株式会社ディアンドエー 

敷地面積 2,876.06㎡ 施工者 東洋建設株式会社 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 2,094.16㎡ 稼働率 100% 

主要テナント 株式会社SHRロードサイドイン テナント数 1 

客室数 98 転貸テナント数 0 

特記事項：  
・該当事項はありません。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社SHRロードサイドイン 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成26年5月2日から10年間 

賃貸面積 2,094.16㎡ 

賃料 年間固定賃料：51 百万円 
変動賃料：変動賃料は、以下の基準で発生します。 

毎月の変動賃料の算定方法は、毎年5月から10月までは、前年4月から当年3月までの12か月分の売

上を基準売上とし、毎年11月から翌年4月までは前年10月から当年9月までの12か月分の売上を基準

売上とし、基準売上に変動率（36.5％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の12分の1
とします。 

敷金、保証金 敷金：25百万円 

期間満了時の更新

について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 本賃貸借開始日から5年ごとに、賃料の改定について協議するものとし、経済情勢の変動、土地若

しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担の増加その他やむを得ない事情が発生した場合

において、双方合意したときは、賃料の改定をすることができます。 

中途解約について 賃借人及び賃貸人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。た

だし、賃借人は、賃借人解約禁止期間（賃貸借契約開始後2年間をいいます。以下、本賃貸借の概

要において同じです。）経過後は、解約日の6か月前までに、賃貸人に書面により中途解約の意思

表示を行うことにより解約することができます（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸

借契約を一括して解約する場合に限ります。）。また、賃貸人は、賃貸人解約禁止期間（賃貸借契

約開始後6か月間をいいます。以下、本賃貸借の概要において同じです。）経過後は、解約日の6か
月前までに、賃借人に書面により中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます

（ただし、ロードサイド型ホテル21物件に係る賃貸借契約を一括して解約する場合又はロードサイ

ド型ホテル21物件のうち2物件までに限ります。）。 
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違約金 賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃借人解約禁止期間内の場合に限ります。）、解除又は解約の日か

ら賃借人解約禁止期間の末日までの賃料相当額と6か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額

（かかる賃料の計算にあたっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を1か月目として過

去12か月間の賃料の平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満たない場合はその賃貸

借期間の平均月額とします。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 
賃貸人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃貸人の意向を受け賃借人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合（賃貸人解約禁止期間内の場合に限ります。）、本物件の6か月分の

修正GOP(注)相当額から6か月分の賃料相当額を控除した額を、賃借人に、違約金として支払いま

す。かかる計算に使用する修正GOP及び賃料は、それぞれ、本契約の終了の日の属する月の前月を

1か月目とし過去12か月間のそれぞれの平均月額を用います。ただし、賃貸借期間が12か月に満た

ない場合はその賃貸借期間の平均月額とします。 
(注) 「修正GOP」とは、本物件における賃借人の売上金の総額から、売上原価及び販管費並びに

固定資産管理諸費（固定資産に関わる保険料及び公租公課、事業所税、並びに減価償却費等

をいいます。）を控除した額をいいます。 

契約更改の方法 更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 

 

運営実績 

 
平成25年 

累計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

客室稼働率 64.2% 82.0% 85.8% 89.7% 92.5% 90.2% 77.5% 81.8% 79.5% 86.9% 81.9% 84.3% 83.0%

ADR （円） 5,066 5,068 5,057 5,079 5,223 4,926 5,148 5,478 5,077 5,114 5,075 5,095 5,118

RevPAR （円） 3,249 4,157 4,336 4,557 4,833 4,444 3,986 4,480 4,034 4,442 4,158 4,293 4,248

売上高 （百万円） 10 12  14  14 16 14 13 14 13  14  13  14 161 

 

物件概要 

エリア特性、周辺の状況： 

本物件の存する倉敷市は瀬戸内海沿岸、中国地方の南東部及び岡山県の南部に位置します。水島地区に位置する本物

件周辺エリアは東西に幹線道路である国道430号が走り、当該国道沿いに物販店舗、飲食店舗、カーディーラー、営業

所、ビジネスホテルなどロードサイド型の商業施設等が混在する地域です。南方の水島港周辺は全国でも有数のコン

ビナートが存し、大阪市に次ぐ西日本を代表する工業地帯が形成されています。 
本物件は、水島駅から車で5分、水島ICから10分、岡山空港から約1時間程度に位置し、各方面からのアクセスは概ね

良好と言えます。また、面している国道沿いには、物販店舗、飲食店舗などのロードサイド型の商業施設が建ち並ん

でいます。 

概要・特徴： 
本物件の建物形状は、シンプルで合理的な仕様です。容積消化率は低いですが、敷地形状を活かした配棟がなされ、

視認性は概ね良好であり、駐車場スペースは十分確保され出入りに支障はありません。 
客室は98室（1～5階）あります。共用施設はレストランラウンジがあり、駐車場は無料で利用可能です。 
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鑑定評価書の概要 

不動産鑑定機関 日本ヴァリュアーズ株式会社 

鑑定評価額 789,000,000 円 

価格時点 平成 26 年 1 月 31 日 

 数値 根拠等 

直接還元法 

(1) 運営収益（①-②-③） 59,512,152 円 － 

 ①潜在総収益 

（賃料収入、共益費収入、その他収入等）

59,512,152 円 － 

②空室損失相当額 0 円 － 

 ③貸倒損失相当額 0 円 敷金等により担保されているため計上しない 

(2) 運営費用（④+⑤+⑥+⑦） 6,157,211 円 － 

 ④維持管理費等 649,600 円 実績に基づき投資法人負担相当額を計上 

 ⑤公租公課 5,351,921 円 土地・建物：平成 25 年度実額 
償却資産：平成 25 年度実額に基づき査定（FF&E
相当分を除く額を計上） 

 ⑥損害保険料 155,690 円 見積額を計上 

 ⑦その他の費用 0 円 － 

(3) 運営純収益（(1)-(2)） 53,354,941 円 － 

(4) 一時金の運用益 519,600 円 運用利回り 2.0％ 

(5) 資本的支出 2,393,000 円 建物状況調査報告書の「更新費」の 12 年間平均

値 

(6) 純収益（(3)+(4)-(5)） 51,481,541 円 － 

(7) 還元利回り 6.5％ － 

直接還元法による価格 792,000,000 円 － 

DCF法による価格 786,000,000 円 － 

 割引率 6.3％ － 

終還元利回り 6.7％ － 

原価法による積算価格 512,000,000 円 － 

 土地割合 22.5％ － 

 建物割合 77.5％ － 
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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 37
条）。 
① 利益の分配（規約第 37 条第 1項） 

(イ)  投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般に公正妥当と

認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとします。 
(ロ)  分配金額は、原則として租税特別措置法第 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。）に規定される配当可能利益の額（以下「配当可能利益

の額」といいます。）の 100 分の 90 に相当する金額（法令改正等により当該金額の

計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じで

す。）を超えるものとして、本投資法人が定める金額とします。 
 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

積み立てることができます。 
 

② 利益を超えた金銭の分配（規約第 37 条第 2項） 

本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額に満たな

い場合又は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断す

る場合、当該営業期間に係る利益の金額に、決算期に計上する減価償却額に相当する金

額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で

分配することができます。また、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ます。 
 

③ 分配金の分配方法（規約第 37 条第 3項） 

分配は、金銭により分配するものとし、決算期の 終の投資主名簿に記載又は記録さ

れている投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から 3 か月以内に、

対応する投資口の口数に応じて分配します。 
 

④ 分配金請求権の除斥期間（規約第 37 条第 4項） 

本投資法人は、規約第 37 条に基づく金銭の分配が受領されずに、その支払開始の日か

ら満 3 年を経過したときは、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 一般社団法人投資信託協会規則（規約第 37 条第 5項） 

本投資法人は、上記①から④までのほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投

資信託協会の定める規則等に従うものとします。 
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(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、以下のとおりです。 
(イ) 投資制限（規約第 31 条） 

a. 有価証券及び金銭債権に係る制限 
前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ)」に掲げる有価証券及

び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は前記

「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)」及び同「(ロ)」に掲げる特定

資産との関連性を勘案した運用を図るものとします。 
b. デリバティブ取引に係る制限 

前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ) o.」に掲げるデリバ

ティブ取引に係る権利は、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た運用に限るものとします。 
 

(ロ) 組入資産の貸付け（規約第 32 条） 
a.  本投資法人は、運用資産に属する全ての不動産（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。以下本(ロ)において同

じ。）について、中長期的な安定収益の確保を目的として、第三者との間で、(i)賃
貸借契約を締結して賃貸（駐車場、看板等の設置等を含みます。以下本(ロ)におい

て同じ。）を行うこと、又は(ii)運営委託契約を締結して委託を行うことを原則とし

ます。ただし、本投資法人の有する信託の受益権に係る信託財産である不動産につ

いては、(i)当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ、賃貸を行う

こと、又は(ii)本投資法人が当該不動産を当該信託の受託者から借り受け、第三者と

の間で、運営委託契約を締結して委託を行うことを原則とします。 
b.  本投資法人は、前項の不動産の賃貸又は運営委託その他不動産等の投資又は運用

に際して、敷金、保証金、預託金等その他これらに類する金銭を受入れ又は差入れ

ることがあり、それらの金銭を受入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方

針及び投資態度等の定めに基づき運用します。 
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。 
d.  本投資法人は、資産運用の一環として、不動産を賃借した上で、当該不動産を転

貸することがあります。 
 

(ハ) 借入金及び投資法人債発行の限度額等（規約第 38 条） 
a. 借入れの目的 

借入れ及び投資法人債の発行により調達した金銭の使途は、資産の取得、費用の

支払、修繕費若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返

済（敷金・保証金、預託金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みま

す。）等とします。 
b. 借入金及び投資法人債発行の限度額 

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。 
c. 担保の提供 

上記 a.に基づき借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、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ます。 
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② その他の投資制限 

(イ) 有価証券の引受け及び信用取引 
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。 

 
(ロ) 集中投資 

集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針について

は、前記「(1) 投資方針 ④ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。 
 

(ハ) 他のファンドへの投資 
他のファンドへの投資について制限はありません。 
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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全てのリスクを網

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。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る分配金の減少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。 
なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限

り、これら事項は本書の日付現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断によるも

のです。 
本項に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。 

① 本投資証券の商品性に関するリスク 

（イ）本投資証券の市場価格の変動に関するリスク 
（ロ）本投資証券の市場での取引に関するリスク 
（ハ）金銭の分配に関するリスク 
（ニ）収入及び支出の変動に関するリスク 
（ホ）投資口の追加発行時の 1 口当たりの価値の希薄化に関するリスク 

② 本投資法人の運用方針に関するリスク 

（イ）スポンサーサポート契約に基づき想定通りの物件取得が行えないリスク 
（ロ）不動産を取得又は処分できないリスク 
（ハ）投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク 
（ニ）投資対象をホテル、旅館及び付帯施設に特化していることによるリスク 
（ホ）少数のテナントに依存していることによるリスク 
（ヘ）シングルテナント物件に関するリスク 
（ト）少数の物件に収入が依存していることによるリスク 
（チ）運用資産の立地の地域的な偏在に関するリスク 

③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク 

（イ）星野リゾートへの依存、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）本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材に依存しているリスク 
（ニ）本投資法人及び本資産運用会社の歴史が浅いことによるリスク 
（ホ）本投資法人の投資方針等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リスク 

（イ）不動産の欠陥・瑕疵や境界に関するリスク 
（ロ）不動産の売却に伴う責任に関するリスク 
（ハ）賃貸借契約に関するリスク 
（ニ）災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク 
（ホ）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 
（ヘ）不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 
（ト）水質汚濁防止法上の特定施設に関するリスク 
（チ）法令の制定・変更に関するリスク 
（リ）売主の倒産等の影響を受けるリスク 
（ヌ）マスターリース会社に関するリスク 
（ル）転貸に関するリスク 
（ヲ）テナント等による不動産の利用状況に関するリスク 
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（ワ）共有物件に関するリスク 
（カ）区分所有建物に関するリスク 
（ヨ）借地物件に関するリスク 
（タ）借家物件に関するリスク 
（レ）開発物件に関するリスク 
（ソ）フォワード・コミットメント等に係るリスク 
（ツ）有害物質に関するリスク 
（ネ）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 
（ナ）底地物件に関するリスク 

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）不動産の鑑定評価等に伴うリスク 
（ロ）減損会計の適用に関するリスク 
（ハ）匿名組合出資持分への投資に関するリスク 
（ニ）取得予定資産を取得することができないリスク 
（ホ）投資主優待制度に関するリスク 
（ヘ）本投資法人の資産規模が小規模であることに関するリスク 

 
① 本投資証券の商品性に関するリスク 

（イ）本投資証券の市場価格の変動に関するリスク 
本投資法人は、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、取引所における需給バランスにより影響を受け、一定

の期間内に大量の売却が出た場合には、大きく価格が下落する可能性があります。

また、市場価格は、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。本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投

資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁による行政処分の勧告や行政処

分が行われた場合にも、本投資証券の市場価格が下落することがあります。 
本投資証券の市場価格が下落した場合、投資主は、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、損失を被る可能性があります。 
 

（ロ）本投資証券の市場での取引に関するリスク 
本投資証券は、東京証券取引所に上場していますが、本投資法人の資産総額の減

少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規

定される上場不動産投資信託証券の上場廃止基準に抵触する場合には廃止されます。 
本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲

渡する他に換金の手段がないため、本投資証券を本投資法人の純資産額に比して相

当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる

場合があり、損害を受ける可能性があります。 
 

（ハ）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。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（本「(1) リスク要因」の項にお

いて、以下「不動産」と総称します。）の賃貸状況、売却に伴う損益、減損損失の



 

- 160 - 

発生や建替えに伴う除却損等により、期間損益が変動し、投資主への分配金が増減

することがあります。 
 

（ニ）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、不動産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、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リスク （ハ）賃貸

借契約に関するリスク」をご参照下さい。）。 
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、

大規模修繕等に要する費用支出、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。 
なお、本書において開示されている保有資産及び取得予定資産における過去の売

上高、RevPAR その他の運営実績は、保有資産及び取得予定資産のテナント、現所

有者等から取得した情報（会計監査等の手続は経ていません。ただし、ソラーレ

（単体）の計算書類に基づく情報（売上高）は会計監査を経ています。）をそのま

ま記載したものであり、あくまでも参考情報に過ぎず、当該情報は不完全又は不正

確であるおそれもあります。 
また、本投資法人が採用する会計処理等と同一の方法で算出されたものとは限ら

ず、取得予定資産について、前提となる状況が本投資法人取得後と同一とも限りま

せん。したがって、これらの情報は、当該資産における今後の売上高その他の運営

実績と必ずしも一致するものではなく、場合によっては大幅に乖離する可能性もあ

ります。 
 

（ホ）投資口の追加発行時の 1 口当たり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、かかる追加発行によ

り既存の投資主の保有する投資口の持分割合が減少します。また、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、当該営業期間の期初から存在する投資

口と同額の金銭の分配が行われる場合には、既存の投資主は、追加発行がなかった

場合に比して、悪影響を受ける可能性があります。 
更に、追加発行の結果、本投資法人の投資口 1 口当たりの価値や市場における需

給バランスが影響を受ける可能性があります。 
 

② 本投資法人の運用方針に関するリスク 

（イ）スポンサーサポート契約に基づき想定通りの物件取得が行えないリスク 
本投資法人及び本資産運用会社は、星野リゾートとの間で、スポンサーサポート

契約を締結しています（スポンサーサポート契約については、前記「2 投資方針 

(1) 投資方針 ⑥ 成長戦略 （イ）外部成長 a. スポンサーサポート契約の活

用」をご参照下さい。）。しかし、スポンサーサポート契約は、本投資法人及び本

資産運用会社に情報の提供を受ける権利や優先的売買交渉権等を与えるものにすぎ

ず、星野リゾートは、本投資法人に対して、不動産を本投資法人の希望する価格で

売却する義務を負っているわけではありません。すなわち、本投資法人は、スポン

サーサポート契約により、本投資法人が適切であると判断する不動産を適切な価格

で取得できることまで常に確保されているわけではありません。 
したがって、本投資法人は、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のため

に 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。 
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（ロ）不動産を取得又は処分できないリスク 

不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく、流動性

が低いため、希望する時期に希望する物件を取得又は処分できない可能性がありま

す。また、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。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。 
不動産の中でも、特に、本投資法人が主たる投資対象としている、ホテル、旅館

及び付帯施設は、オフィス等の他の種類の不動産に比べ、立地、用途及び構造等が

特殊であり、売り手及び買い手ともに限定される傾向があるため、一般的に流動性

が低い点に留意が必要です。 
以上の結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために 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、また、ポートフォリオの組替

えが適時に行えない可能性があります。 
 

（ハ）投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク 
投資口の追加発行、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投資口の追加発行、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。 
また、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、資産・負債等に基づく一定の

財務指標上の数値を維持する、本投資法人の信用状態に関する評価を一定の水準に

維持する、投資主への金銭の分配を制約する等の財務制限条項が新たに設けられた

り、運用資産に担保を新たに又は追加して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きたし、

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。加えて、

これらの制限に違反した場合には、追加の担保設定や費用負担等を求められ、本投

資法人の運営に重大な悪影響が生じる可能性があります。なお、本投資法人の本書

の日付現在の借入金については、財務制限条項を設けており、本借入れについても、

既存借入れと同様の財務制限条項が適用される予定です。かかる財務制限条項には、

本投資法人の LTV 等の財務指標に関する数値が一定の数値を超過した場合の、現金

その他の一定資産の留保義務、期限の利益喪失等に関する条件、投資主への分配の

制約等が含まれるほか、本資産運用会社の唯一の株主である星野リゾートの財務指

標に関する数値が一定期間一定の水準を下回った場合、現金その他の一定資産の留

保義務等の制約が含まれます(注)。 
本投資法人の保有資産又は取得予定資産に担保が設定された場合、本投資法人が

担保の設定された保有資産又は取得予定資産の売却を希望したとしても、担保の解

除手続その他の事情により、希望通りの時期に売却できない可能性又は希望する価

格で売却できない可能性があります。また、収益性の悪化等により運用資産の評価

額が引き下げられた場合又は他の借入れを行う場合等、一定の条件のもとに投資対

象不動産に対して追加して担保を設定することを要求される可能性もあります。こ

の場合、他の借入れ等のために担保が既に設定されているなどの理由で担保に供す

る適切な資産がない可能性もあります。また、担保不動産からのキャッシュ・フロ

ーが減少したり、その評価額が引き下げられたりした場合には、本投資法人の希望

しない条件で借換資金を調達せざるを得なくなったり、本投資法人の希望しない時

期及び条件で運用資産を処分せざるを得なくなる状況も想定され、その結果、本投
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資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。更に、担保に供する適切な資産

がないために、本投資法人の希望通りの借入等を行えない可能性もあります。なお、

本投資法人は、保有資産のうち、後記「5 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産

物件 （イ）取得価格、貸借対照表計上額、期末算定価額及び投資比率等」に記載の

内容の担保権を設定しており、本書の日付現在、取得予定資産のうち、前記「2 投
資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要 (ロ) 取得予定資産取得後の本投資

法人のポートフォリオの概要」に記載の内容の担保権を設定することを想定してい

ます（ただし、実際の担保の設定対象は、本借入れに関する契約の締結時に確定す

る予定であり、本投資法人の想定と取得予定資産取得後における実際の担保の設定

内容は異なる可能性があり、取得予定資産のすべてに担保が設定される可能性もあ

ります。）。 
また、借入れ及び投資法人債の金利その他の条件やこれに関する費用は、借入れ

時及び投資法人債発行時の市場動向並びに投資法人債に係る格付等に左右され、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金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。 
(注) 本書の日付現在、財務制限条項には本資産運用会社の唯一の株主である星野リゾートの財務指標に関する数値

が一定期間一定の水準を下回った場合の制約の定めがありますが、金融機関と合意の上、これを株式会社星野

リゾートホールディングスの財務指標に関する数値が一定期間一定の水準を下回った場合の制約に変更する予

定です。 

 
（ニ）投資対象をホテル、旅館及び付帯施設に特化していることによるリスク 

a. 本投資法人の収益がホテル・旅館業界等の収益に依存していることのリスク 
本投資法人は、不動産の中でも、ホテル、旅館及び付帯施設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、ホテル・旅館業界の全体的な傾向に大きく依

存しています。場合によっては、テナントが、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て又は更新せずに退去したり、賃料の減額請求を

することがあります。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こ

とがあります。 
また、本投資法人が、テナントとの間で賃貸借契約を締結する際に、固定賃料部

分と変動賃料部分を組み合わせた賃料構成とした場合、テナントの売上減少が、賃

料収入に直接的な悪影響を与えることになります。 
なお、本投資法人が、ある施設について、賃貸借契約でなく、運営委託契約を締

結して運営受託者に運営を委託する場合にも、上記とほぼ同様のリスクがあります。 
ホテル・旅館業界の業績や収益は、以下のものを含むさまざまな要素により悪影

響を受ける可能性があります。 
・国内の景気及び経済状況の悪化並びに災害、悪天候、伝染病の流行等による消

費者行動の変化の影響を受けた旅行者数の減少 
・政治及び外交上の出来事及び動向や為替要因等による、インバウンドの旅行者

数の減少 
・旅行代理店の倒産等による、旅行代理店との間の信用取引によって発生した債

務の不履行 
・保有する設備や周辺環境の陳腐化又は交通環境の変化による集客力の低下 
・周辺の特定の施設に集客力が依存している場合の当該施設の閉鎖等による集客

力の低下 
・当該施設や周辺において提供されている特定のサービスに集客力が依存してい

る場合の当該サービス提供の終了、当該サービスに対する旅行者の選好の変化

等による集客力の低下 
・類似するコンセプトのホテル及び旅館との競合による集客力の低下 
・旅行者の旅のニーズ又はトレンドの変化 
・機械化が難しいサービスを提供する従業員の確保の失敗 
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・提供する飲食物による食中毒などの事故の発生 
・従業員等の故意又は過失による顧客情報の漏洩 
・自然災害等による温泉の枯渇や温泉の利用権の喪失 
・旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号。その後の改正を含みます。）に基づく営業

許可その他許認可の取消し 
また、ホテル・旅館業界の業績や収益は、季節的要因により変動します。一般的

には、年末年始や大型連休などには収益が大きくなりますが、例えば、「リゾナー

レ 八ヶ岳」では冬の時期に収益が相対的に減少したり、「星のや 軽井沢」では夏

の時期に収益が相対的に増加するなど、物件ごとに個別事情もあります。 
したがって、本投資法人の収益は 4 月末日で終了する営業期間と 10 月末日で終了

する営業期間で異なることがあります。なお、保有資産に関する本書の日付現在有

効な賃貸借契約及び取得予定資産に関する取得予定日において効力を有する予定の

賃貸借契約においては、変動賃料は 12 か月分の売上額を基準売上とする仕組みとな

っており、当該資産の業績や収益の季節的要因による変動が賃料に反映されない仕

組みとなっています。変動賃料の算定方法についての詳細は、前記「2 投資方針 
(2)投資対象 ③ 取得予定資産の概要 （ハ）取得予定資産の個別不動産の概要」及

び後記「5 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件 （ル）個別不動産の概

要」をご参照下さい。 
b. 既存テナントが退去した場合に関するリスク 

ホテル・旅館業界は、装置産業としての性格が強く、内装や温泉権のように、施

設運営に不可欠の資産、権利等をオペレーターが有している場合もあり、また、運

営に当たり高度な知識が要求されることから、賃貸借契約又は運営委託契約が解除

され又は更新されずに既存オペレーターが退去した場合、代替するオペレーターと

なりうる者が少ないために、代替テナントが入居するか、又は新たな運営委託契約

の締結後運営受託者が運営を開始するまでの空室期間が長期化し、不動産の稼働率

が大きく低下すること、代替するオペレーター確保のために賃料や受託手数料水準

を下げざるを得なくなること、運営の移行期間において十分な収益が実現できない

こと、又は賃貸借契約や運営委託契約の条件が不利になることがあり、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。本投資法人は既存オペ

レーターが退去した場合に代替するオペレーターとなりうる者と事前にバックアッ

プオペレーター契約を締結して既存オペレーターの退去に備えることがありますが、

その場合でも、必ずしも相手方がオペレーターとなる契約上の義務を負うわけでは

なく、既存オペレーターの退去による本投資法人の収益等への悪影響を避けること

ができるとは限りません。 
c. FF&E の定期更新に関するリスク 

ホテル、旅館及び付帯施設は、競争力維持のためのいわゆる FF&E(注)の定期的な

更新投資及び単なる更新に留まらない競争力強化のための大規模投資が必要となり

ます。FF&E はその資産アイテム毎に、本投資法人とテナント又は運営受託者との

間の資産区分及び初期投資、修繕、更新等の負担区分が賃貸借契約又は運営委託契

約において規定されることが想定されます。なお、保有資産及び取得予定資産のう

ち、「星のや」、「星野リゾート リゾナーレ」及び「星野リゾート 界」に係る

賃貸借契約においては、什器、備品、庭園、水景等の利用、管理、修繕、更新等に

係る費用について、ロードサイド型ホテル 21 物件に係る賃貸借契約においては、什

器、備品、外構の利用、維持、管理、修繕、更新等に係る費用についてテナントが

負担する旨を合意しています。かかる取決めにより、本投資法人がその多くを所有

し、その負担能力を超えて初期投資、修繕、更新等を行うこととなった場合、本投

資法人の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、これらの理由で工事が行

われる場合、施設が相当期間閉鎖される場合もあり、この間オペレーターは収益を

あげることができません。特に、本投資法人が現時点で継続的に投資を行うことが

望ましいと考えている「星のや」、「星野リゾート リゾナーレ」及び「星野リゾ

ート 界」では、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ④ ポートフォリオ構築方針 

（イ）投資対象資産」に記載のコンセプトを有しており、かかるコンセプトの実現
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のため、施設の閉鎖を伴うような大規模な FF&E の修繕及び更新が想定されます。

そのために、賃料等の減少の形で本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性もあり

ます。また、かかる FF&E の初期投資、修繕、更新等がホテル、旅館及び付帯施設

の売上げ又は利益増につながらず、期待どおりの効果が得られない場合、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。 
(注) FF&Eは、Furniture、Fixture & Equipmentの略であり、家具、什器、備品、装飾品並びに厨房機器等、ホテル運

営に必要な資産をいいます。原則的にFF&Eは償却資産です。 

d. オペレーターの業態の偏りに関するリスク 
ホテル、旅館及び付帯施設の場合、用途に応じた構造の特殊性から、オペレータ

ーの業態を大きく変更することが困難であることが多く、また、経済の動向、消費

性向の変化に伴い、収益力が減退するときには業務の撤退・縮小を余儀なくされる

こともあり、そのような場合には、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。 
e. ホテル、旅館及び付帯施設の構造及び立地の特殊性に伴うリスク 

前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ⑨ 投資基準」に記載のとおり、本投資法人は、

ホテル、旅館及び付帯施設としての目的に照らして必要な強度を有し、宿泊施設と

しての安全性に問題がないと判断できる場合には、木造を含む全ての種類の建物構

造に投資することがあります。なお、保有資産のうち、「星のや 軽井沢」、「界 
出雲」及び「界 伊東」の一部並びに取得予定資産のうち「星のや 京都」、「界 阿
蘇」及び「界 川治」の一部が木造です。また、築年が古い建築物、都市部のような

手厚い災害対策がなされていない手付かずの自然環境が豊かな地域に立地する建築

物等に投資することもあります。このような特殊な建築物には特有のリスクがあり

ます。詳しくは後記「④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク （ニ）災害等に

よる建物の毀損、滅失及び劣化のリスク」をご参照下さい。本投資法人は、現地で

建物の目視調査を含む非破壊調査を行い、消防法等を含む関連法令に照らし必要と

判断される場合は、修繕を実施する等、安全性に配慮し、また、オペレーション上

の支障がないことも確認した上で投資する方針ですが、このような特殊な不動産特

有のリスクを回避できず、当該建築物でのオペレーションが不可能になった場合又

は利用者の生命、身体若しくは財産等を侵害した場合、本投資法人の収益等に大き

な悪影響が生じる可能性があります。 
 

（ホ）少数のテナントに依存していることによるリスク 
本投資法人の保有資産の全ては、現在、星野リゾートグループへ賃貸しており、

加えて取得予定資産のうち、「星のや 京都」、「界 阿蘇」及び「界 川治」は星野

リゾートグループに、また、ロードサイド型ホテル 21 物件はソラーレの運営子会社

に賃貸する予定です。この結果、取得予定資産取得後は、固定賃料ベースで 64.4％
は星野リゾートグループに、35.6％はソラーレの運営子会社に賃貸する予定です。

したがって、本投資法人の収入は、星野リゾートグループ及びソラーレの運営子会

社に大きく依存しています。これらのテナントの運営力、レピュテーション、ブラ

ンド力等が低下して変動賃料の額（設定されている場合）が減少したり、財政状態

及び経営成績が悪化し、賃料支払が遅延したり、中途解約その他の理由により物件

から退去した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があり

ます。本投資法人は、保有資産に関して星野リゾートグループと締結している、現

時点で有効な賃貸借契約並びに取得予定資産のうち、「星のや 京都」、「界 阿
蘇」及び「界 川治」について星野リゾートグループと締結している、本投資法人の

取得時点で有効な賃貸借契約において、いずれも取得後 10 年間、また、取得予定資

産のうち、ロードサイド型ホテル 21 物件に関してソラーレの運営子会社と締結して

いる本投資法人の取得時点で有効な賃貸借契約（「チサンイン 岩手一関インター」

の一部土地に関する賃貸借契約を除きます。）において、いずれも取得後 2 年間、

賃貸人の同意なく中途解約することができない旨の定めを設け、かかるリスクを限

定すべく対応していますが、かかる中途解約が制限される期間の経過後はテナント

からの中途解約を制限することはできないため、当該リスクを必ずしも回避又は低

減できるとは限りません。 
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なお、星野リゾートグループの財政状態及び経営成績の状況については前記「2 
投資方針 (1) 投資方針 ⑦ 星野リゾートグループの概要 （イ）星野リゾートグ

ループの事業規模とブランディング戦略 a. 事業規模の拡大」をご参照下さい。 
 

（ヘ）シングルテナント物件に関するリスク 
本投資法人の保有資産及び取得予定資産の全ては、単一のテナントへ物件全体を

賃貸するいわゆるシングルテナント物件となる予定です。 
本投資法人は、保有資産に関して締結している、現時点で有効な賃貸借契約及び

取得予定資産のうち、「星のや 京都」、「界 阿蘇」及び「界 川治」について星野

リゾートグループと締結している、取得予定資産の取得時点で有効な賃貸借契約に

おいて、いずれも取得後 10 年間、また、取得予定資産のうち、ロードサード型ホテ

ル 21 物件に関してソラーレの運営子会社と締結している本投資法人の取得時点で有

効な賃貸借契約において、いずれも取得後 2 年間、賃貸人の同意なく中途解約する

ことができない旨の定めを設けているため、かかる中途解約が制限される期間中は

退去する可能性は比較的低いものの、万一退去した場合、個々のホテル、旅館及び

付帯施設は個性が強い物件であることが多いことから、代替テナントとなりうる者

が限定されているために、代替テナントが入居するまでの空室期間が長期化する可

能性があります。その結果、当該物件の稼働率が大きく減少したり、代替テナント

確保のために賃料水準を引き下げざるを得なくなることがあり、賃料収入に大きな

影響を与える可能性があります。なお、運営受託者と運営委託契約を締結する場合

であっても、上記と同様のリスクがあります。 
 

（ト）少数の物件に収入が依存していることによるリスク 
本投資法人のポートフォリオは、本書の日付現在、6 物件により構成されていま

すが、取得予定資産を予定通りに取得した場合、本投資法人のポートフォリオは 30
物件により構成される予定です。このうち、「星のや 軽井沢」及び「リゾナーレ 
八ヶ岳」が占める割合が大きく、当該 2 物件を合わせると固定賃料ベースでポート

フォリオ全体の 40.1％に達し、収入が当該 2 物件からの賃料収入に大きく依存して

います。したがって、「星のや 軽井沢」又は「リゾナーレ 八ヶ岳」が何らかの理

由で毀損、滅失若しくは劣化し、又はオペレーションが不可能となる事由が生じた

場合、あるいはそのテナントである星野リゾート若しくは株式会社星野リゾート・

八ヶ岳の財政状態及び経営成績が悪化し、又はこれらのテナントが中途解約等によ

り退去した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性がありま

す。本投資法人は、「星のや 軽井沢」及び「リゾナーレ 八ヶ岳」に関して締結し

ている、現時点で有効な賃貸借契約において、いずれも取得後 10 年間、賃貸人の同

意なく中途解約することができない旨の定めを設け、かかるリスクを限定すべく対

応していますが、かかる中途解約が制限される期間の経過後はテナントからの中途

解約を制限することはできないため、当該リスクを必ずしも回避又は低減できると

は限りません。 
 

（チ）運用資産の立地の地域的な偏在に関するリスク 
本投資法人のポートフォリオのうち、11 物件は中部地方に所在します。当該 11

物件を合わせると固定賃料ベースでポートフォリオ全体の 57.6％に達し、中部地方

における地震その他の災害や、中部地方を旅行先とする地域の経済情勢の悪化など

の理由により、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。 
また、今後の運用次第では、本投資法人の運用資産の立地に新たな地域的な偏在

が生じる可能性もあります。その場合、上記同様、当該地域に特有の事由により、

本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。 
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③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク 

（イ）星野リゾートへの依存、利益相反に関するリスク 
星野リゾートは、本書の日付現在、本投資法人の資産運用会社の完全親会社であ

り、本資産運用会社の主要な役職員の出向元です。また、本投資法人及び本資産運

用会社は、星野リゾートとスポンサーサポート契約及び星野リゾートグループが有

する商標の使用許諾に関する覚書を締結しています（スポンサーサポート契約につ

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 ③ 利害関係者

との取引状況等（ホ）スポンサーサポート契約の概要」をご参照下さい。）。また、

本投資法人は、星野リゾートグループが独自のノウハウを有し、ポートフォリオ全

体及び運用資産毎の特性を十分に理解していると考えており、適切と考える場合に

は星野リゾートグループをオペレーターに選定します。このように、星野リゾート

グループをオペレーターとすることにより、本投資法人はその運用資産の運営に際

し星野リゾートグループの名称及びロゴ等を使用します。 
すなわち、本投資法人及び本資産運用会社は、星野リゾートと密接な関係を有し

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星野リゾートの影

響は極めて高いということができます。 
したがって、本投資法人及び本資産運用会社が星野リゾートとの間で、本書の日

付現在における関係と同様の関係を維持できなくなった場合、星野リゾートグルー

プの事業方針の変更等により星野リゾートグループにおける本投資法人の位置付け

が変化した場合、星野リゾートグループの運営力、レピュテーション、ブランド力

等が低下した場合、又は星野リゾートグループの業績若しくは財政状態が悪化した

場合等には、本投資法人に悪影響が及ぶ可能性があります。 
また、星野リゾートグループの運営力、レピュテーション、ブランド力等は株式

会社星野リゾートホールディングスの代表取締役社長である星野佳路氏その他の星

野リゾートグループの人材に大きく依存しています。したがって、当該人材の能力

が著しく低下した場合又は星野リゾートグループが当該人材を失った場合等は、星

野リゾートグループの運営力、レピュテーション、ブランド力等が低下し、本投資

法人に悪影響が及ぶ可能性があります。 
更に、本投資法人や本資産運用会社が、資産運用活動その他を通じて、星野リゾ

ートグループとの間で取引を行う場合、利害関係人等取引規程に基づく手続の履践

等、一定の利益相反対策は行っているものの、星野リゾートグループの利益を図る

ために、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、その場合に

は、本投資法人の投資主に損害が発生する可能性があります。 
加えて、本投資法人及び本資産運用会社が星野リゾートとの間で締結している契

約は、星野リゾートグループが、本投資法人と競合する事業を行うことを禁止する

ものではありません。星野リゾートグループは、ホテル、旅館及び付帯施設に関わ

る取得、開発、保有・運営、再生、リーシング、星野リゾートグループ以外の第三

者からの各種コンサルティング業務、プロパティ・マネジメント業務又はホテル運

営業務（賃貸借の形態によるものも含みます。）の受託、私募ファンドに対するア

セット・マネジメント業務の提供等、様々な形で本投資法人の運用資産と競合する

不動産に関連する業務を行っています。したがって、本投資法人又は本資産運用会

社と星野リゾートグループとが、特定の資産の取得、賃貸借、管理運営、処分等に

関して競合する可能性やその他利益相反が問題となる状況が生じる可能性は否定で

きません。 
上記のような利益相反が問題となりうる場合としては、例えば、星野リゾートグ

ループからの物件取得に際しての取得価格その他の購入条件、星野リゾートグルー

プが所有する土地の借地に関する条件、オペレーターである星野リゾートグループ

に対する賃貸又は運営委託に関する条件、星野リゾートグループに対する瑕疵担保

責任の追及その他の権利行使、スポンサーサポート契約の更新の有無、利用者の誘

致、プロパティ・マネジメント業務の遂行などがあげられます。 
これらの問題により、本投資法人の利益が不当に害され、本投資法人の投資主に

損害が発生する可能性があります。 
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（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、全ての執行役員及び監督役員から構成される役

員会において重要な意思決定を行い、資産の運用を本資産運用会社に、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、投信法は、本投資法

人の執行役員及び監督役員並びに本投資法人の関係者に関する義務及び責任を定め

ていますが、これらの本投資法人の関係者が投信法その他の法令に反し、又は、法

定の措置をとらないときは、投資主に損害が発生する可能性があります。 
また、本資産運用会社、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（善管注意義務）、本投資法人のために

忠実に職務を遂行する義務（忠実義務）、利益相反状況にある場合に本投資法人の

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、本資産運用会社又は本投資法人若しくは今後運用資産となりうる不

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、プロパティ・マ

ネジメント会社、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）本投資法人の役員及び本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、本投資法人の役員及び本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

能性があります。 
 

（ニ）本投資法人及び本資産運用会社の歴史が浅いことによるリスク 
本投資法人は、平成 25 年 3 月 6 日に設立され、また、本資産運用会社は、平成

25 年 2 月 6 日に投資運用業の登録を完了し、本投資法人が資産の運用を行う初めて

の投資法人です。したがって、本投資法人及び本資産運用会社には、過去の実績が

少なく、過去の実績から今後の実績を予測することは困難となります。また、保有

資産及び取得予定資産の過去の実績を含む星野リゾートグループ及びソラーレグル

ープのこれまでの運営実績は、本投資法人の今後の運用実績を保証するものではあ

りません。 
 

（ホ）本投資法人の投資方針等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本資産運用会

社の取締役会が定めたより詳細な投資方針、ポートフォリオ構築方針、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。本資産運用会社は、長期的かつ安定的なキャッシュ・フローの確

保が可能であると見込まれるホテル、旅館及び付帯施設に重点的に投資を行い、中

でも、「星のや」、「星野リゾート 界」及び「星野リゾート リゾナーレ」の 3
つのブランドに対する継続的な投資を行い、安定的な利用が見込まれ、長期的かつ

安定的なキャッシュ・フローの確保が可能であると見込まれる外部オペレーター運

営物件にも積極的な投資を行う方針を運用ガイドラインで定めていますが、この方

針を投資主総会の承認を受けずに変更することも可能です。 
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また、本投資法人の発行する投資証券について支配権獲得その他を意図した取得

が行われた場合、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。 
一方で、星野リゾートグループの経営戦略の変更その他の運用環境の変化に対応

して、適切に本投資法人の運用方針、運用形態等を変更できない可能性もあり、そ

のような場合には、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。 
 

（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。）上の破産手続、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。）上の再生手

続及び投信法上の特別清算手続（投信法第 164 条）に服する可能性があります。 
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。 
本投資法人が清算される場合、投資主は、全ての債権者への弁済（投資法人債の

償還を含みます。）後の残余財産の分配にあずかることによってしか投資金額を回

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、運用資産の賃借人が無利息又は低利で預託した敷金又は保証金を

運用資産の取得資金の一部として利用する場合があります。しかし、賃貸市場の動

向、賃借人との交渉等により、本投資法人の想定よりも賃借人からの敷金及び保証

金の預託額が少なくなり、又は預託期間が短くなる可能性があり、この場合、必要

な資金を借入れ等により調達せざるを得なくなります。また、不動産を信託する信

託の受益権を取得した場合に、その信託財産である不動産に関する敷金又は保証金

を本投資法人が利用する条件として、本投資法人が敷金又は保証金の返還債務を負

う場合があり、当該返還債務の履行に必要な資金を借入れ等により調達する可能性

があります。これらの結果、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。 
 

④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク 

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」に記載のとおり、不動産等及び不動産対応証券です。本投資法人は、後

記「5 運用状況 (2) 投資資産 ② 投資不動産物件 （ル）個別不動産の概要」に記載す

る不動産を保有資産としており、また、前記「2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定

資産の概要 （ハ）取得予定資産の個別不動産の概要」に記載の取得予定資産を取得す

る予定です。本投資法人は、今後、不動産に加えて不動産を信託する信託の受益権を取

得する可能性があります。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「（ネ）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・瑕疵や境界に関するリスク 

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、また、かかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。本投

資法人は、状況によっては、前所有者に対し一定の事項につき表明及び保証を要求

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が真
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実でなかったことを理由とする損害賠償責任や瑕疵担保責任を追及できたとしても、

これらの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、瑕疵等の修補その他

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、投資主に損害を与える

可能性があります。 
また、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、不動産登記簿中の不動産の権利に関する事

項が現況と一致していない場合もあります。加えて、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も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

上可能な範囲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。 
更に、本投資法人の主たる投資対象であるホテル、旅館及び付帯施設は、都市部

に立地することが多い他の種類の不動産に比べ、隣地との境界が確定していない場

合や、景勝地に存在すること等により公道への接続が限定されている場合が多いと

いう特殊性があり、保有資産の 6 物件全て及び取得予定資産の 24 物件のうち 7 物件

においても、隣地との境界が確定しておらず、また、取得予定資産のうち「星のや 
京都」については、公道と繋がる道路が細いこと等から、主要な交通手段は、船と

なっており、公道への接続が限定されています。本投資法人は、このような境界が

確定していない物件や公道への接続が限定されている物件であっても、紛争等の可

能性や運営への影響等を検討の上で取得することがありますが、本投資法人の想定

に反し、隣地との間で紛争が生じたり、境界確定の過程で運用資産の運営に不可欠

の土地が隣地所有者の所有に属するものとされたり、公道への接続手段が失われ又

はより限定されることにより運営に悪影響が生じることなどにより、本投資法人の

収益等に悪影響が生じる可能性があります。 
 

（ロ）不動産の売却に伴う責任に関するリスク 
本投資法人が不動産を売却する場合、本投資法人は、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。）上、宅地建物取引業者とみなされるため、同法に基づき、売却の相手方が

宅地建物取引業者である場合を除いて、不動産の売買契約において、瑕疵担保責任

に関し、買主に不利となる特約をすることが制限されています。したがって、本投

資法人が不動産を売却する場合は、売却した不動産の欠陥、瑕疵等の修補その他に

係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることがあり、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。 
更に、賃貸不動産の売却においては、新所有者が賃借人に対する敷金返還債務等

を承継するものと解されており、実務もこれにならうのが通常ですが、旧所有者が

当該債務を免れることについて賃借人の承諾を得ていない場合には、旧所有者は新

所有者とともに当該債務を負い続けると解される可能性があり、予想外の債務又は

義務等を負う場合があり得ます。 
 

（ハ）賃貸借契約に関するリスク 
a. 賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク 

賃借人が賃貸借契約上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

賃貸借契約が終了したり、また、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされな

い場合もあるため、稼働率が低下し、不動産に係る賃料収入が減少することがあり
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ます。また、解約禁止条項、解約ペナルティ条項等を置いて期間中の解約権を制限

している場合や更新料を定めている場合でも、裁判所によって所定の金額から減額

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、賃料収入等が減少した場合、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 

賃借人の財務状況が悪化した場合又は破産手続、民事再生法上の再生手続若しく

は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号。その後の改正を含みます。）（以下「会社

更生法」といいます。）上の更生手続その他の倒産手続（以下、併せて「倒産等手

続」と総称します。）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

超える状況になった場合には、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 

テナントとの賃貸借契約の期間が比較的長期間である場合には、多くの場合、賃

料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされています。 
したがって、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、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。 
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

との交渉如何によっては、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

ことができます。請求が認められた場合、当該不動産から得られる賃料収入が減少

し、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。 
e. 変動賃料に関するリスク 

保有資産について本投資法人とテナントの間で締結されている賃貸借契約及び取

得予定資産について本投資法人の取得時に効力を有する予定の賃貸借契約（ただし、

一部の土地の賃貸借契約を除きます。）において、固定賃料と売上実績に連動した

変動賃料が組み合わさった賃料構成が採用されていますが、売上実績に連動した変

動賃料の支払いを受ける場合には、売上げの減少が賃料総額の減少につながり、そ

の結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼし、投資主に損害を与える可能性があり

ます。 
また、変動賃料の支払いを伴う賃貸借契約において、変動賃料の計算の基礎とな

る売上高等の数値について、賃貸人がその正確性について十分な検証を行えない場

合がありえます。その結果、本来支払われるべき金額全額の変動賃料の支払いがな

されず、本投資法人の収益に悪影響を及ぼし、投資主に損害を与える可能性があり

ます。 
 

（ニ）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、液状化、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、火山の噴火、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。特に、本投資法人の主たる投資対象である、ホテル、

旅館及び付帯施設は、災害等の被害を受ける可能性が高い場所に立地することも多

く、また、特に旅館の多くは木造であり、築年数も古い傾向にあることから、火災

をはじめとする災害等の影響を受ける可能性が高いという、他の種類の不動産には

ない特殊性があります。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
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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。なお、現ポートフォリオ

については、全ての保有資産において火災保険に加入しており、全ての取得予定資

産においても火災保険に加入する予定ですが、今後取得する資産について火災保険

に加入するとは限りません。更に、災害等により建物が滅失、劣化又は毀損した場

合、建築から年月が経過していることなどの理由により、建物の建替え等に必要な

図面や書面等が失われている不動産については、必要な修復を行うことができず、

結果として当該不動産をホテル、旅館及び付帯施設として利用することができなく

なる可能性もあります。 
 

（ホ）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、民法上無過失責任を負うことがある

ところ、ホテル、旅館及び付帯施設においては、アスレチックやプールといったレ

ジャー用施設を土地の工作物として併設しているものがあるため、ホテル、旅館及

び付帯施設においては、土地の工作物により第三者、特に利用客の生命、身体又は

財産等が侵害されるリスクは相対的に高いといえます。不動産の個別事情により保

険契約が締結されない場合や生じた事故に対して保険金が支払われない場合、前記

「（ニ）災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク」と同様、本投資法人の

収益等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。なお、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。 
前記「（ニ）災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク」と同様、これら

のリスクについても、本投資法人の主たる投資対象であるホテル、旅館及び付帯施

設は、その特殊性から、他の種類の不動産に比べて高いものと考えられます。また、

人を宿泊させるという特質から、第三者、特に宿泊客の生命、身体又は財産等を侵

害する危険性も想定されます。 
 

（ヘ）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、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

適用されるため、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、現状と同規模の建物を建築できない可能

性やそもそも建物を再建築できない可能性もあります。特に、建築から年月が経過

している歴史的建造物については、建築時の法令と現行の法令の規定が大きく異な

る可能性があり、この場合、適用される建ぺい率、容積率、高さ制限、用途の制限

等の制限の内容も大きく異なることから、現状と同規模の建物を建築できない可能

性や、そもそも建物を再建築できない可能性が一般的に大きいと考えられます（な

お、取得予定資産のうち、「星のや 京都」は、建物の一部分が建築基準法が制定さ

れた昭和 25 年以前に建築された歴史的建造物です。）。 
更に、建築から年月が経過していることなどの理由により、建物の建替え等に必

要な図面や書面等が失われている不動産については、災害等により建物が滅失、劣

化又は毀損した場合、必要な修復を行うことができず、結果として当該不動産をホ

テル、旅館及び付帯施設として利用することができなくなる可能性もあります。保

有資産のうち、「界 出雲」及び「界 伊東」並びに取得予定資産のうち「星のや 京
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都」では新築の際の建築基準法に基づく建築確認手続及び完了検査手続に関する確

認済証及び検査済証がありません。また、保有資産のうち、「界 出雲」、「界 伊
東」及び「界 箱根」並びに取得予定資産のうち、「星のや 京都」の構造図があり

ません（ただし、「界 出雲」及び「界 伊東」については、新築時の構造図に限り

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、都市計画法及び地方公共団体の条例

による風致地区内、古都保存法における歴史的風土保存区域内、文化財保護法に基

づいて指定された史跡及び名勝内、並びに自然公園法による特別地域内における建

築等や現状変更を行うに当たり行政庁の許可が必要となる等の規制、河川法（昭和

39 年法律第 167 号。その後の改正を含みます。）による河川保全区域における工作

物の新築を行うに当たり行政庁の許可が必要となる等の制限、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、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平

成 7 年法律第 123 号。その後の改正を含みます。）に基づく不動産の耐震診断及び

耐震改修の実施義務、建築物の建築・増改築の制限等が挙げられます（その制限や

課される義務の内容は様々です。）。また、これらの規制により、運用資産である

不動産に関する情報が開示又は公表されることもあります。これらの規制が適用さ

れる場合、当該不動産の修繕、改築、増築その他の現状変更のほか、処分及び建替

え等に際して、それらの行為が行政法規上禁止され不可能となったり、禁止されな

い場合でも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

負担が生じたり、開示又は公表に起因して運用資産のホテル、旅館及び付帯施設と

しての集客や売上げに悪影響を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

が減少し収益が減少する可能性があります。また、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。 
 

（ト）水質汚濁防止法上の特定施設に関するリスク 
本投資法人が不動産等を取得する場合において、当該不動産等に、水質汚濁防止

法に規定される特定施設が設置されている場合があります。 
水質汚濁防止法によれば、特定施設の設置者は、排水基準に適合しない排出水を

排出するおそれがある場合には、都道府県知事により汚水等の処理の方法等の改善

や特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ぜられることがあり、また、

特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質等を含む水等が排出され又は地下

に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき

には、有害物質等を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずべき義

務を負い、これを講じない場合には、都道府県知事により応急の措置を命ぜられる

ことがあります。更に、有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があった

ことにより、現に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限度において、地下水の水質の浄

化のための措置を命ぜられることがあります。これらの場合、本投資法人に多額の

費用の負担が生じる可能性があります。加えて、かかる有害物質が含まれた排水の

排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地

下への浸透をした者は、無過失責任を負うものとされていることから、特定施設に

おいて事故等が生じた場合には、本投資法人が第三者に対して多額の損害を賠償す

る義務が発生する可能性もあります。 
これらの結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主が損失を被る可能性

があります。 
保有資産のうち、「界 箱根」に設置されているちゅう房施設及び入浴施設、並び

に取得予定資産のうち、「界 阿蘇」に設置されているちゅう房施設並びに「界 川
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治」に設置されているちゅう房施設、入浴施設及びし尿処理施設は、それぞれかか

る特定施設に該当します。 
 

（チ）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。その後の改正を含みます。）（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。）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

があるほか、エネルギーや温室効果ガス削減を目的とした法令、条例等の制定、適

用、改正等によっても、追加的な費用負担等が発生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に悪影響をもたらす可能性があ

ります。 
 

（リ）売主の倒産等の影響を受けるリスク 
本投資法人が、債務超過の状況にある等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り消される（詐害行為取消）可能性があります。ま

た、本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された場合

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、本投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者（本（リ）において、

以下「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。本投資法人が運用資産の一部を取得することを想定している星野リゾ

ートグループは、倒産状態にある売主から不動産を購入し運営する場合が多いこと

から、本投資法人にとって、このリスクは特に留意すべきものと考えられます。 
本投資法人は、管財人等により売買が否認又は取消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売買が否認又は取消さ

れるリスク等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。 
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。 
 

（ヌ）マスターリース会社に関するリスク 
本投資法人は、マスターレッシー（転貸人）が本投資法人又は信託受託者とマス

ターリース契約を締結した上で、各転借人に対して転貸するマスターリースの形態

をとる物件を取得することがあります。 
マスターリースの形態をとる物件においてマスターレッシーの財務状況が悪化し

た場合、転借人がマスターレッシーに賃料を支払ったとしても、マスターレッシー

の債権者がマスターレッシーの転借人に対する賃料債権を差し押さえる等により、

マスターレッシーから本投資法人又は信託受託者への賃料の支払が滞る可能性があ

ります。 
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（ル）転貸に関するリスク 
賃借人（転借人を含みます。）に、不動産の一部又は全部を転貸する権限を与え

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、転借人の

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、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 
 

（ヲ）テナント等による不動産の利用状況に関するリスク 
テナントによる不動産の利用・管理状況により、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。また、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。 
 

（ワ）共有物件に関するリスク 
運用資産である不動産が第三者との間で共有されている場合には、その保存・利

用・処分等について単独で所有する場合には存在しない種々のリスクがあります。 
まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分

の価格に従い、その過半数で行うものとされているため（民法第 252 条）、持分の

過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の

意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割

合に応じて共有物の全体を利用することができるため（民法第 249 条）、他の共有

者によるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨

げられるおそれがあります。 
更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受け

る可能性（民法第 256 条）、及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能

性（民法第 258 条第 2 項）があり、ある共有者の意図に反して他の共有者からの分

割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがあります。 
この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は 5

年を超えては効力を有しません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特

約をした者について倒産手続の対象となった場合には、管財人等はその換価処分権

を確保するために分割請求ができるとされています。ただし、共有者は、倒産手続

の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができま

す（破産法第 52 条、民事再生法第 48 条、会社更生法第 60 条）。 
他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、

共有されていた物件全体について当該共有者（抵当権設定者）の持分割合に応じて、

当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられています。したがって、運用資産で

ある共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の共有持分に抵当権

が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の運用資産についても、他

の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがありま

す。 
共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不

動産については、共有者間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共

有者がその共有持分を第三者に売却する場合に他の共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。 
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不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還

債務は不可分債務になると一般的には解されており、共有者は他の賃貸人である共

有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。 
共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあ

るため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す

可能性があります。 
 

（カ）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と共有となる共用部分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。建替え決議等を

する場合には原則として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 以上の多数の建

替え決議が必要とされる等（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、区分所有者間で

優先的購入権の合意をすることがあることは、共有物件の場合と同様です。 
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）。ただし、敷地権の登記がな

されていない場合には、分離処分の禁止を善意の第三者に対抗することができず、

分離処分が有効となります（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、賃借権等を敷地利用権（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

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、取

得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があ

ります。 
 

（ヨ）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、自ら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、借地法第 4 条第 2 項）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。 
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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転する可能性

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（借

地権の登記又は借地権を有している土地上に借地権者が登記されている建物を所有

していることが該当します。）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。特に、ホテル、旅館及び付帯施設の敷地は、庭園等を含んでいることから

建物の規模に比較して相当程度広いことがあり、この場合、ホテル、旅館及び付帯

施設の建物が存在する範囲が敷地の一部に限られているため、本投資法人がホテル、

旅館及び付帯施設の建物について所有者として登記されていたとしても、当該敷地

全体について第三者対抗要件が具備されているとは認められない可能性があります。

取得予定資産のうち「界 川治」において本投資法人が取得する予定の借地権につい

ては、第三者対抗要件が具備されていません。また、保有資産のうち、「星のや 軽
井沢」、「リゾナーレ 八ヶ岳」及び「界 出雲」において本投資法人が有する借地

権については、当該敷地全体について第三者対抗要件が具備されているとは認めら

れない可能性があります。 
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。 
その他、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号、その後の改正を含みます。）（以

下「地方自治法」といいます。）に定める地方公共団体がその普通財産を貸し付け

た場合、その貸付期間中であっても、当該地方公共団体において公用又は公共用に

供するため必要が生じたときは、普通地方公共団体の長はその契約を解除できると

されていますが（地方自治法第 238 条の 5 第 4 項）、かかる規定は、地方自治法に

定める財産区がその財産を貸し付ける場合にも適用されるものとされています（地

方自治法第 294 条第 1 項、第 238 条の 5 第 4 項）。したがって、地方公共団体や財

産区から土地その他の資産を賃借した場合、本投資法人は、その契約に違反がない

場合であっても解除されることがあり、その場合には本投資法人の資産運用及び収

益に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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、取得及び売却により

多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。 
 

（タ）借家物件に関するリスク 
本投資法人は、建物（共有持分、区分所有権等を含みます。）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。 
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

「（ヨ）借地物件に関するリスク」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
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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るため、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。 
 

（レ）開発物件に関するリスク 
本投資法人は、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場合があります。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、変更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。 
 

（ソ）フォワード・コミットメント等に係るリスク 
本投資法人は、不動産又は不動産を信託する信託の受益権を取得するにあたり、

いわゆるフォワード・コミットメント（不動産等の売買契約のうち契約締結から 1
か月以上経過した後に不動産等の決済・物件引渡しを行うことを条件としているも

の）等を行うことがあります。不動産売買契約が買主の事情により解約された場合

には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損

害額等の立証にかかわらず、不動産又は不動産を信託する信託の受益権の売買価格

に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありませ

ん。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しま

でに一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人

が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを得なくなった場

合には、違約金等の支払により、本投資法人の財務状況等が悪影響を受ける可能性

があります。 
 

（ツ）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

格が下落す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。 
この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は、

支出を余儀なくされた費用について、その原因となった者やその他の者から常に償

還を受けられるとは限りません。 
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 PCB が保管されている場合等には、

当該建物の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するた

めに建材の全面的若しくは部分的交換が必要となる場合又は有害物質の処分若しく

は保管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
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又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人にかかる損害を賠償する義務が発生

する可能性があります。 
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

義務等が課されたり、また有害物質に関連する会計基準の変更等により本投資法人

の損益が悪影響を受ける可能性があります。 
更に、取得予定資産のうち東北地方及び関東地方に所在する 8 物件は、平成二十

三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により

放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23 年 8
月 30 日法律第 110 号。その後の改正を含みます。）に基づき「汚染状況重点調査地

域」に指定されている市町村に立地しており、また、その中でも、「チサンイン 福
島西インター」については、「除染実施計画対象区域」に含まれ、「除染実施区

域」に指定されています。本投資法人の運用資産は、観光目的での利用が見込まれ

るホテル、旅館及び付帯施設であるため、これらの資産を中心に、福島第一原子力

発電所事故により放出された放射性物質による環境の汚染に対する風評被害等の影

響により、利用客が減少し、又はその他の理由により本投資法人の収益に影響を及

ぼす可能性があります。 
 

（ネ）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 
本投資法人は、不動産を信託の受益権の形式で取得することがあります。 
信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を所

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、 終的には全て

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、地上権又は地役権を信託す

る信託の受益権については受益証券発行信託の受益証券でない限り私法上の有価証

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が、信託法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 109 号）による改正前のもの）

及び信託法（平成 18 年法律第 108 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。 
 

（ナ）底地物件に関するリスク 
本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底

地を取得することがあります。底地物件には特有のリスクがあります。借地権は、

定期借地権の場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消滅し（ただし、定
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期借地権設定契約の効力が認められるには、借地借家法所定の要件を充足する必要

があるため、かかる要件が充足されなかった場合（かかる要件の充足を証明できな

い場合を含みます。）には、定期借地権設定契約としての効力が認められない可能

性があります。）、普通借地権の場合には期限到来時に本投資法人が更新を拒絶し

かつ本投資法人に更新を拒絶する正当事由がある場合に消滅します。借地権が消滅

する場合、本投資法人は借地権者より時価での建物買取を請求される場合がありま

す（借地借家法第 13 条、借地法第 4 条）。借地権者より時価での建物買取りを請求

される場合、買取価格が本投資法人が希望する価格以下である保証はありません。 
また、借地権が賃借権である場合、借地権者による借地権の譲渡には、原則とし

て、本投資法人の承諾が必要となりますが、裁判所が承諾に代わる許可をした場合

（借地借家法第 19 条）や、借地契約上事前に一定範囲での借地権の譲渡を承諾して

いる場合には、本投資法人の承諾なく借地権が譲渡される結果、財務状態に問題が

ある等の本投資法人が望まない者に借地権が譲渡される可能性があり、その結果、

投資主に損害を与える可能性があります。 
更に、借地契約に基づく土地の賃料の支払が滞り、延滞賃料の合計額が敷金及び

保証金等で担保される範囲を超える場合は投資主に損害を与える可能性があります。

加えて、土地の賃料の改定、又は、借地権者による借地借家法第 11 条に基づく土地

の借賃の減額請求により、当該底地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。 
 

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、投資法人に係る課税の特例規定により、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を投資法人の損金に算入する

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、分配金支払原資の制限・不足、資金の調達

先、借入金等の定義の不明確性、会計処理と税務処理の取扱いの差異に起因する法

人税額等の発生、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、利益の配当等を損金算入することがで

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

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 本投資法人の税務 （イ）利益配当等の損金算入要

件」をご参照下さい。 
 

（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更正処分を受け、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及ぼ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（不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所

有権、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。）の価額

の合計額の割合が 100 分の 75 以上となるように資産を運用すること（規約第 29 条

第 5 項）としています。本投資法人は、上記内容の投資方針を規約に定めること、

及びその他の税法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
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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及ぼす可能性があ

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、本投資証券の保有若

しく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）不動産の鑑定評価等に伴うリスク 
本投資法人又は本資産運用会社は、不動産等を取得するに際して又は取得後、当

該不動産等の鑑定評価を不動産鑑定士等に依頼し、不動産鑑定評価書を取得するこ

とがありますが、不動産等の鑑定評価額は、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。 
また、本投資法人又は本資産運用会社は、不動産等を取得するに際して又は取得

後、当該不動産等の建物状況調査評価書及び地震リスク診断報告書並びに構造計算

書の妥当性に関する第三者の報告書を取得することがありますが、建物状況調査評

価書及び地震リスク診断報告書並びに構造計算書の妥当性に関する第三者の報告書

は、建物の評価に関する専門家が、設計図書等の確認、現況の目視調査又は施設管

理者への聞取り等を行うことにより、現在又は将来発生することが予想される建物

の不具合、必要と考えられる修繕又は更新工事の抽出及びそれらに要する概算費用

並びに再調達価格の算出、並びに建物の耐震性能及び地震による損失リスク等を検

討した結果を記載したものであり、不動産に欠陥、瑕疵等が存在しないことを保証

又は約束するものではありません。 
更に、不動産に関して算出される PML 値も個々の専門家の分析に基づく予想値

にすぎません。PML 値は、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示され

ますが、将来、地震が発生した場合、予想以上の多額の復旧費用が必要となる可能

性があります。 
加えて、本投資法人又は本資産運用会社は、不動産等を取得するに際して又は取

得後、当該不動産等のマーケットレポートを取得することがあります。とりわけ、

利害関係人等に不動産等を賃貸する場合はマーケットレポートを必ず取得すること

としています。マーケットレポートにより提示される第三者によるマーケット分析、

統計情報及び想定賃料水準等は、個々の調査会社の分析に基づく、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、客観的に適正なエリア特性、需要

と供給、マーケットにおける位置付け、市場の動向等と一致するとは限りません。

同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査会社及び調査の時期又は方法に

よってマーケット分析、統計情報及び想定賃料水準等の内容が異なる可能性があり

ます。また、想定賃料水準は、現在及び将来において当該賃料水準による賃貸借の

可能性を保証又は約束するものではありません。更に、本投資法人の投資対象とな

るホテル、旅館及び付帯施設は、一般的に施設ごとの特殊性が強く、マーケット分

析及び想定賃料水準の前提となる類似物件の情報の取得が困難である可能性があり

ます。また、ホテル、旅館及び付帯施設のマーケット分析及び想定賃料水準は、観

光業界の動向等に左右されますが、調査会社が観光業界の動向を適切に予想するこ
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とが困難である可能性があります。したがって、他の不動産等に比べ、ホテル、旅

館及び付帯施設については、マーケットレポートにおけるマーケット分析、統計情

報及び想定賃料水準等が概括的なものになる可能性があり、場合によっては、マー

ケットレポートの取得自体が不可能となる可能性があります。 
 

（ロ）減損会計の適用に関するリスク 
固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」）（企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日）が、

平成 17 年 4 月 1 日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法

人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等

の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなく

なった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額

する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産

の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を

及ぼす可能性があり、また、税務上は当該資産の売却まで損金を認識することがで

きない（税務上の評価損の損金算入要件を満たした場合や減損損失の額のうち税務

上の減価償却費相当額を除きます。）ため、税務と会計の齟齬が発生することとな

り、税務上のコストが増加する可能性があります。 
景気情勢や不動産価格の変動等によって本投資法人の運用資産の価格が大幅に下

落した場合などに、会計上減損損失が発生する可能性があります。 
 

（ハ）匿名組合出資持分への投資に関するリスク 
本投資法人はその規約に基づき、不動産に関する匿名組合出資持分への投資を行

うことがあります。本投資法人が出資するかかる匿名組合では、本投資法人の出資

金を営業者が不動産等に投資しますが、当該不動産等に係る収益が悪化した場合や

当該不動産等の価値が下落した場合等には、本投資法人が匿名組合員として得られ

る分配金や元本の償還金額等が減少し、その結果、本投資法人が営業者に出資した

金額を回収できない等の損害を被る可能性があります。また、匿名組合出資持分に

ついては、契約上譲渡が禁止若しくは制限されていること、及び確立された流通市

場が存在しないことから、その流動性が低く、本投資法人が譲渡を意図しても、適

切な時期及び価格で譲渡することが困難となる可能性があります。 
 

（ニ）取得予定資産を取得することができないリスク 
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

載の取得予定日に取得予定資産を取得する予定です。しかし、経済環境等が著しく

変わった場合又は相手方の事情等により売買契約において定められた停止条件又は

前提条件が成就しない場合等においては、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。また、本募集と並行して行われる借入れが実行できない場合に

おいても、同様の可能性があります。この場合、本投資法人は、代替資産の取得の

ための努力を行う予定ですが、取得予定資産に関しては、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することができず、か

つかかる資金を有利に運用することができない場合及び売買契約の解除に伴う一定

範囲での補償が生じた場合には、投資主に損害を与える可能性があります。 
 

（ホ）投資主優待制度に関するリスク 
本投資法人は、現在の法令、税務の取扱い、優待の内容及び利用状況の推定等に

基づく星野リゾートとの合意を前提に、投資主優待制度を導入しています。したが

って、これらの前提条件に変更がある場合、投資主優待制度の内容等が変更し、又

は実施が停止される場合があります。また、投資主優待制度の利用に伴って本投資

法人の不動産収入に悪影響が生じる場合があります。 
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（ヘ）本投資法人の資産規模が小規模であることに関するリスク 
本投資法人の資産規模（総資産額）は比較的小さいため、各種費用が資産規模と

の関係で相対的に高くなり、結果として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。 
 

(2) 投資リスクに対する管理体制 

本投資法人及び本資産運用会社は、以上のようなリスクが投資リスクであることを認識

しており、その上でこのようなリスクに 大限対応できるようリスク管理体制を整備して

います。 
しかしながら、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されてい

るものではなく、リスク管理体制が適切に機能しない場合、投資主に損害が及ぶおそれが

あります。 
① 本投資法人の体制 

本投資法人においては、その役員会規程において、役員会を 3 か月に 1 回以上開催す

ることと定めています。本投資法人の役員会においては、執行役員及び監督役員が出席

し、本資産運用会社が同席の上、執行役員の職務執行状況並びに本資産運用会社、一般

事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況等について執行役員の報告が行われること

とされており、役員会を通じた管理を行う内部管理体制を確立しています。なお、執行

役員の職務執行状況並びに本資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社の業務執

行状況の報告は 3 か月に 1 回以上行うこととされています。また、本書の日付現在、本

投資法人の監督役員には、弁護士 1 名、公認会計士 1 名の計 2 名が選任されており、各

監督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行につき様々な見

地から監督を行っています。 
 

② 本資産運用会社の体制 

本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリ

スク管理体制を整備しています。 
(イ) 運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守 

本資産運用会社は、本投資法人の規約の投資方針等の基本方針を実現するため、

本投資法人の規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係者と

の取引ルール、投資物件の取得及び売却並びに投資物件の運営管理に係る基本方針

等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、

投資運用に係るリスクの管理に努めます。 
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リ

スク管理の統括者及び重大な問題の発見時の対応方法等を規定し、本資産運用会社

が管理すべき主要なリスクとして、運用リスク、財務リスク、システムリスク、レ

ピュテーション・リスク、コンプライアンスに関するリスク及び反社会的勢力に関

するリスク等を定義し、取締役会や本資産運用会社のリスクに関する統括者である

コンプライアンス・オフィサー及び各部署のリスク管理に関する責任者である各部

署の部長の役割を定めています。なお、リスクの状況については、コンプライアン

ス・オフィサーが、少なくとも半期ごとに 1 度又は必要な場合は随時、モニタリン

グの上、評価及び分析し、その結果につきコンプライアンス委員会及び取締役会に

報告することとされており、リスク管理体制の適切性又は有効性については、コン

プライアンス・オフィサーが統括する内部監査及び外部機関による監査等により検

証を行うものとしています（かかる内部監査による検証の詳細については、後記

「(ロ) 内部監査による検証」をご参照下さい。）。 
 

(ロ) 内部監査による検証 
コンプライアンス・オフィサーは、内部監査を担当し、全部署に対して原則とし

て半年に一回以上の割合で定期の内部監査を実施するほか、コンプライアンス・オ

フィサーの判断により、臨時の内部監査を実施することができるものとし、また、

代表取締役社長が特別に命じた場合には、特別監査を実施するものとします。内部
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監査は、各組織の業務及び運営が、金融商品取引法、投信法及び宅地建物取引業法

等の法令、一般社団法人投資信託協会が定める諸規則及び当社の社内規程等に従っ

て、適切かつ効率的に行われているか否かの監査、不正又は重大な過失の発見及び

未然防止のための監査、個人情報管理及び法人関係情報の管理を含む、各種の情報

管理が適切に行われているか否かの監査並びにその他必要な事項の内部監査等を含

むものとされています。コンプライアンス・オフィサーは、内部監査実施後遅滞な

く、内部監査の結果を取り纏めた内部監査報告書を作成し、これを代表取締役社長

及び取締役会に提出するとともに、内部監査対象部署に対し、必要に応じて改善勧

告又は改善指示を行い、その内容等を代表取締役社長及び取締役会に報告します。

コンプライアンス・オフィサーは、改善勧告又は改善指示を受けた部署より受領し

た改善計画及び改善状況が十分ではないと判断した場合には、当該改善計画及び改

善状況についての報告を代表取締役社長及び取締役会に報告します。取締役会は、

当該改善計画及び改善状況が不十分と判断した場合には、改善勧告又は改善指示を

受けた部署又はコンプライアンス・オフィサーに対して追加の改善勧告又は改善指

示を行うことができます。なお、取締役会又はコンプライアンス・オフィサーは、

業務運営の適切性を確認するためその他の理由により必要があると判断した時は、

外部の専門家等による外部監査を行うことができます。 
 

(ハ) 利害関係人等取引規程 
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 利害関係人等取

引規程」をご参照下さい。 
 

(ニ) 内部者取引等管理規程 
本資産運用会社では、内部者取引等管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員

等によるインサイダー取引等の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資

産運用会社の役職員等は、本投資法人の投資口及び投資法人債について、業務等に

関し法人関係情報を知ったときより当該法人関係情報が公表されるまでの間、法令

等で許容される場合を除き、売買等を行ってはならないものとされており、本資産

運用会社の役職員等でなくなった後も 1 年間は、当該規程に従わなければならない

ものとされています。 
 

(ホ) フォワード・コミットメント等 
フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借

対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変

動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、契約不履行に関する

解約違約金の水準、ポートフォリオ全体の収支及び配当水準等に与える影響等（東

京証券取引所の定める上場廃止基準を含みます。）並びに売買契約締結から物件引

渡しまでの期間、当該期間中における金融環境及び不動産市場等の変動リスクの可

能性並びに決済資金の調達方法等に留意することとしています。 
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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、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため（規約第 5 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、次のとおり

です。 
(イ)  各執行役員の報酬は、1 人当たり月額 80 万円を上限として役員会で決定する金額

とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該執行役員が指定する口座へ

振込む方法により支払うものとします。 
(ロ)  各監督役員の報酬は、1 人当たり月額 50 万円を上限として役員会で決定する金額

とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該監督役員が指定する口座へ

振込む方法により支払うものとします。 
 

② 本資産運用会社への資産運用報酬（規約第 39 条及び別紙「資産運用会社に対する資

産運用報酬」） 

本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬 1、運用報酬 2、取得報酬並

びに譲渡報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法に

より支払うものとします。 
(イ) 運用報酬 1 

本投資法人が保有する総資産の当期平均残高(注)に本投資法人及び本資産運用会社

が別途合意する料率（ただし、上限を年率 1.0％とし、本書の日付現在、料率は

0.9％で合意していますが、取得予定資産の全ての取得が完了することを停止条件と

して料率を 0.8％とすること及びかかる料率を平成 26 年 5 月 1 日から適用すること

を合意しています。）を乗じた金額（円単位未満切捨て）とします。 
(注) 当期平均残高とは、各営業期間の前決算期及び当該決算期の各時点の総資産金額の平均値とします。ただし、

本投資法人の第 1 期営業期間については、当該決算期の総資産金額とします。 

 
(ロ) 運用報酬 2 

本投資法人の各営業期間における NOI（Net Operating Income）(注)に本投資法人及

び本資産運用会社が別途合意する料率（ただし、上限を年率 5.0％とし、本書の日付

現在、料率は 1.5％で合意していますが、取得予定資産の全ての取得が完了すること

を停止条件として料率を 1.6％とすること及びかかる料率を平成 26 年 5 月 1 日から

適用することを合意しています。）を乗じた金額（円単位未満切捨て）とします。 
(注) NOI とは本投資法人の賃貸事業収入及び運営委託収入の合計から賃貸事業費用及び運営委託費用（減価償却費

を除きます。）の合計を控除した金額をいいます。 

 
(ハ) 取得報酬 

不動産等を取得した場合、本投資法人が取得した不動産等の取得価額（建物に係

る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。）に本投資法人及び本資産運

用会社が別途合意する料率（ただし、上限を 2.0％（利害関係人取引の場合には、上

限を 1.0％）とします。）を乗じた金額（円単位未満切捨て）とします。 
 

(ニ) 譲渡報酬 
不動産等を譲渡した場合、本投資法人が取得した当該不動産等の譲渡価額（建物

に係る消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。）に本投資法人及び本資

産運用会社が別途合意する料率（ただし、上限を 1.5％（利害関係人取引の場合には、

上限を 0.75％）とします。）を乗じた金額（円単位未満切捨て）とします。 
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③ 資産保管会社、一般事務受託者及び、投資主名簿等管理人への支払手数料 

資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行する

ことに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。 
(イ) 資産保管会社の報酬 

i  本件業務にかかる報酬（以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいま

す。）は、1 月、4 月、7 月、10 月の末日を 終日とする 3 か月ごとの各計算期間

（ただし、 初の計算期間は、平成 25 年 7 月末日まで。以下、本(イ)において「計

算期間」といいます。）において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期

における貸借対照表上の資産総額（投信法第 129 条第 2 項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、後記「基準報酬額表」（以下、本

(イ)において「基準報酬額表」といいます。）により計算した額を上限として、別

途本投資法人及び資産保管会社間で合意し算出（1 円単位未満切捨てとします。）

した金額に消費税及び地方消費税額（以下、本(イ)において併せて「消費税等額」

といいます。）を加算した金額（1 円未満切捨てとします。）とします。なお、3 か

月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに 1 年間

を 365 日として日割計算した金額（1 円未満切捨てとします。）に消費税等額を加

算した金額とします。 
ii  本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日まで

に資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。 
iii  本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金

額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更するこ

とができます。 
 

（基準報酬額表） 

資産総額  算定方法（年間）   

 100 億円以下 4,200,000 円       

100 億円超 500 億円以下 4,200,000 円 ＋ （資産総額－ 100 億円） × 0.030 ％

500 億円超 1,000 億円以下 16,200,000 円 ＋ （資産総額－ 500 億円） × 0.024 ％

1,000 億円超 2,000 億円以下 28,200,000 円 ＋ （資産総額－ 1,000 億円） × 0.021 ％

2,000 億円超 3,000 億円以下 49,200,000 円 ＋ （資産総額－ 2,000 億円） × 0.018 ％

3,000 億円超 5,000 億円以下 67,200,000 円 ＋ （資産総額－ 3,000 億円） × 0.015 ％

5,000 億円超  97,200,000 円 ＋ （資産総額－ 5,000 億円） × 0.012 ％

(注) 計算期間ごとの資産保管業務報酬は、上記の算出方法にしたがって算出された年額を 1 年間を 365 日として当該計算

期間の実日数で日割計算した額とします。 

 
(ロ) 機関運営事務等受託者の報酬 

i  本投資法人が機関運営事務等受託者に委託した事務にかかる報酬（以下、本(ロ)
において「一般事務報酬」といいます。）は、1 月、4 月、7 月、10 月の末日を 終

日とする 3 か月ごとの各計算期間（ただし、 初の計算期間は、平成 25 年 7 月末日

まで。以下、本(ロ)において「計算期間」といいます。）において、本投資法人の

当該計算期間初日の直前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 2 項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、後

記「基準報酬額表」（以下、本(ロ)において「基準報酬額表」といいます。）によ

り計算した額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意し

算出した金額（1 円未満切捨てとします。）に消費税及び地方消費税額（以下、本

(ロ)において併せて「消費税等額」といいます。）を加算した金額（1 円未満切捨て

とします。）とします。なお、3 か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に
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含まれる実日数をもとに 1 年間を 365 日として日割計算した金額（1 円未満切捨て

とします。）に消費税等額を加算した金額とします。 
ii  本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機

関運営事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払う

ものとします。 
iii  本投資法人及び機関運営事務等受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬

の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更するこ

とができます。 
 

（基準報酬額表） 

資産総額 算定方法（年間）  

 100 億円以下 11,000,000 円   

100 億円超 500 億円以下 11,000,000 円 ＋ （資産総額－ 100 億円） × 0.080 ％

500 億円超 1,000 億円以下 43,000,000 円 ＋ （資産総額－ 500 億円） × 0.060 ％

1,000 億円超 2,000 億円以下 73,000,000 円 ＋ （資産総額－ 1,000 億円） × 0.055 ％

2,000 億円超 3,000 億円以下 128,000,000 円 ＋ （資産総額－ 2,000 億円） × 0.040 ％

3,000 億円超 5,000 億円以下 168,000,000 円 ＋ （資産総額－ 3,000 億円） × 0.035 ％

5,000 億円超  238,000,000 円 ＋ （資産総額－ 5,000 億円） × 0.030 ％

(注) 計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法にしたがって算出された年額を 1 年間を 365 日として当該計算期間

の実日数で日割計算した額とします。 

 
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬 

i  本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主

名簿等管理人に対し、後記委託事務手数料表（以下「委託事務手数料表」といいま

す。）に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めの

ない事務に対する手数料は、当事者が協議の上決定するものとします。 
ii  投資主名簿等管理人は、上記 i の手数料を毎月計算して翌月中（ただし、遅くと

も毎月 20 日まで）に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日（銀行休業日の場

合は前営業日）までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み（振込手

数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担

とします。）又は口座振替による方法により支払うものとします。 
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（委託事務手数料表） 
項目 手数料 対象事務 

投資主名簿 
管理料 
（基本料） 

1. 月末現在の投資主 1 名につき下記段階により区分計

算した合計額の 6 分の 1（月額） 
 5,000 名まで 390 円 
 10,000 名まで 330 円 
 30,000 名まで 280 円 
 50,000 名まで 230 円 
100,000 名まで 180 円 
100,001 名以上 150 円 

ただし、月額の 低額を 220,000 円とします。 
2. 月中に失格となった投資主 1 名につき 55 円 

投資主名簿及び投資証券

不所持投資主名簿の保管、

管理に関する事務 
投資証券未引換投資主の

管理、名義書換未引取投資

証券の保管事務 
決算期における投資主確

定並びに投資主リスト、統

計諸資料の作成に関する事

務 
分配金振込指定投資主の

管理に関する事務 
第 1 条第 2 号に定める法

定帳簿の作成、管理及び備置

名義書換料 1. 名義書換 
(1) 書換投資証券枚数 1 枚につき 115 円 
(2) 書換投資証券口数 1 口につき、①から③の場合

を除き 120 円 
① 証券保管振替機構名義への書換の場合 100 円

② 商号変更の提出の際に投資証券上への投資主

名表示の変更を行った場合 60 円 
③ 合併による名義書換の場合 60 円 

2. 投資証券不所持 
(1) 不所持申出又は交付返還 1 枚につき 115 円の 2

分の 1 
(2) 不所持申出又は交付返還 1 口につき、証券保管

振替機構名義の場合を除き 120 円の 2 分の 1
（証券保管振替機構の場合 50 円） 

投資主の名義書換、質権

登録（抹消）及び信託財産

表示（抹消）に関し投資証

券並びに投資主名簿への記

載に関する事項（なお、諸

届のうち同時に投資証券上

への投資主名表示の変更を

行った分を含みます。） 
投資証券不所持申出・投

資証券交付返還による投資

主名簿への表示又は抹消に

関する事項 

分配金計算料 1. 投資主 1 名につき下記段階により区分計算した合計

額 
 5,000 名まで 120 円 
 10,000 名まで 105 円 
 30,000 名まで 90 円 
 50,000 名まで 75 円 
100,000 名まで 60 円 
100,001 名以上 50 円 

ただし、1 回の 低額を 350,000 円とします。 
2. 振込指定分 1 投資主につき 130 円加算 

分配金の計算、分配金支

払原簿の作成、領収証又は

振込通知の作成、振込票又

は振込磁気テープの作成、

支払済領収証の整理集計、

支払調書の作成、特別税率

及び分配金振込適用等の事

務 

分配金支払料 1. 分配金領収証 1 枚につき 500 円 
2. 月末現在未払投資主 1 名につき 5 円 

取扱（払渡）期間経過後

の分配金の支払事務 
未払投資主の管理に関す

る事務 

投資証券交換 
分合料 

1. 交付投資証券 1 枚につき 75 円 
2. 回収投資証券 1 枚につき 70 円 

併合・分割、除権判決、

毀損、汚損、満欄、引換

え、投資証券不所持の申出

及び交付・返還等による投

資証券の回収、交付に関す

る事務 
諸届受理料 諸届受理 1 件につき 250 円 住所変更、商号変更、代

表者変更、改姓名、常任代

理人等の投資主名簿の記載

の変更を要する届出及び事

故届、改印届、分配金振込

指定書の受理並びに特別税

率及び告知の届出の受理に

関する事務 
ただし、名義書換料を適

用するものを除きます。 
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項目 手数料 対象事務 

諸通知封入 
発送料 

1. 封入発送料 
(1) 封書 
① 定型サイズの場合 

封入物 2 種まで 1 通につき 25 円 
1 種増すごとに 5 円加算 
ただし、定形サイズでも追加手封入がある場

合には、追加手封入 1 通につき 15 円加算 
② 定形外サイズ又は手封入の場合 

封入物 2 種まで 1 通につき 45 円 
1 種類増すごとに 15 円加算 

(2) はがき 1 通につき 15 円 
ただし、1 回の発送につき 低額を 50,000 円としま

す 
2. 書留適用分 1 通につき 30 円加算 
3. 発送差止・送付先指定 1 通につき 200 円 
4. 振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分

割した場合 1 件につき 25 円加算 
5. ラベル貼付料 1 通につき 5 円 

投資主総会招集通知状、

同決議通知状、議決権行使

書面（委任状）、資産運用

報告書、分配金領収証等投

資主総会関係書類の封入発

送事務 

返戻郵便物 
整理料 

返戻郵便物 1 通につき 250 円 投資主総会招集通知状、

同決議通知状、資産運用報

告書等の返戻郵便物の整

理、再発送に関する事務 
議決権行使書 
（委任状） 
作成集計料 

1. 議決権行使書（委任状）作成料 作成 1 枚につき 
 18 円 
2. 議決権行使書（委任状）集計料 集計 1 枚につき 
 50 円 

ただし、1 回の集計につき 低額を 100,000 円とし

ます 
3. 投資主提案による競合議案がある場合 1 通につき

 50 円加算 
4. 不統一行使分 1 通につき 50 円加算 

議決権行使書面（委任

状）の作成、提出議決権行

使書面（委任状）の整理及

び集計の事務 

証明・調査料 発行異動証明書 1 枚、又は調査 1 件 1 名義につき 
 1,600 円 
発行残高証明書 1 枚、又は調査 1 件 1 名義につき 
 800 円 

分配金支払、投資主名簿

記載等に関する証明書の作

成及び投資口の取得、異動

（譲渡、相続、贈与等）に

関する調査資料の作成事務

振替制度関係 
手数料 

1. 総投資主通知に関するデータ受理料 
総投資主通知受理料 投資主 1 名 1 件につき 100 円

2. 個別投資主通知に関するデータ受理料 
個別投資主通知受理 1 件につき 250 円 

3. 情報提供請求データ受理料 
情報提供請求 1 件につき 250 円 

総投資主通知にかかるデ

ータの受理及び各種コード

（所有者、常任代理人、国

籍等）の登録並びに投資主

名簿更新に関する事務 
個別投資主通知データの

受理及び個別投資主通知明

細の作成に関する事務 
情報提供請求データの振

替機関への送信に関する事

務 
振替口座簿記録事項の通

知に関する事務 

 
本表に定めのない臨時事務（新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及

び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に

関する事務等）については両当事者協議の上、そのつど手数料を定めます。 
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(ニ) 引受手数料 
本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、投資者向けに募集する価格（発行価格）の総額と、引

受人が本投資法人に支払う引受価額の総額との差額は、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 (15) その他 ① 引受け等の概要」をご参照下さい。）。 
 

④ 会計監査人報酬（規約第 27 条） 

 会計監査人の報酬額は、1 営業期間ごとに 1,500 万円を上限として役員会で決定する金

額とし、当該金額を、当該営業期間の決算期から 3 か月以内に会計監査人が指定する口

座に振込む方法によりに支払うものとします。 
 

⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法 

 上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。 
（照会先） 

株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 
東京都中央区銀座一丁目 11 番 1 号 
電話番号 03-5159-6338 

 
(4)【その他の手数料等】 

本投資法人は、以下の費用について負担するものとします。 
① 運用資産に関する租税、本資産運用会社、資産保管会社、機関運営事務等受託者及び

投資主名簿等管理人との間の各委託契約において本投資法人が負担することと定めら

れた委託業務又は事務を処理するために要した諸費用 

② 投資口及び投資法人債券の発行に関する費用 

③ 借入れ等に関する費用 

④ 分配金支払に関する費用 

⑤ 有価証券届出書、目論見書、資産運用報告、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 

⑥ 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 

⑦ 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 

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 

⑩ 本投資口が東京証券取引所への上場及び上場を維持するのに要する費用 

⑪ 信託報酬 

⑫ その他上記①から⑪までに類する費用 
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(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、下記のとおりです。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。また、個々の投資主の固有の事情によっては異

なる取扱いが行わ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 
  個人投資主が本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、原則として分配金を受け取る際に 20％（平成 25 年 1 月 1 日から

平成 49 年 12 月 31 日までは、所得税の額に対して 2.1％の税率により復興特別所得税

が課されるため、復興特別所得税とあわせて 20.42％）の税率により源泉徴収された

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、本投資法人

の投資口（以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「本投資口」といいます。）は

金融商品取引所に上場されている株式等（以下、本「(イ) 個人投資主の税務」にお

いて「上場株式等」といいます。）に該当し、利益の分配に係る源泉税率は 20％
（所得税 15％、住民税 5％）となります。 

  なお、平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までの間に生ずる利益の分配に

課される所得税の額に対しては、2.1％の税率により復興特別所得税が課されるため

20.315％の税率により源泉徴収されます。 
  上場株式等の配当等については、総合課税の他に、20％（所得税 15％、住民税

5％）の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。 
  なお、平成 25 年から平成 49 年までの各年分の配当所得に課される所得税の額に対

しては、2.1％の税率により復興特別所得税が課されるため、申告分離課税を選択し

た場合、所得税及び住民税の額と合わせると 20.315％の税率により配当所得に課税さ

れます。 
  上場株式等の配当等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です。 
  個人投資主が受けるべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等にお

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）内に受け入れるこ

とを選択できます。 
  また、平成 26 年から実施された少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、金融

商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定において管理されている上場

株式等（平成 26 年から平成 35 年日までの 10 年間、新規投資額で毎年 100 万円を上

限）に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の 1 月 1 日から 5 年内に支払を受

けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません（非課税口座を開設でき

るのは、その年の 1 月 1 日において満 20 歳以上である方に限ります）。 
  なお、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いは、本投資口に係る利益の分配の基

準日において発行済投資口総数の 100 分の 3 以上を有する個人投資主には適用されま

せん。当該個人投資主が受け取る利益の分配については、原則どおり分配金を受け取

る際に 20％（所得税）（平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までは復興特

別所得税とあわせて 20.42％）の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象とな

ります。 
 

b．利益を超える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る金銭の分配は、資本の払戻しと

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税務上の資本金等の額に相

当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当（計算方法については下記(注

1)参照）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、

利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に

係る収入金額として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注 2)

のように計算されます。 
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  譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注 3)は、株式等の譲渡所得等と

して原則として下記 c.と同様の課税を受けます。 
  資本の払戻しに係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領

する直前の投資口の取得価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額とな

ります。 
 

(注 1) みなし配当＝資本の払戻し額－投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分＊ 
＊投資法人の税務上の資
本金等の額のうち各投
資主の投資口に対応す
る部分

= 
投資法人の資本の払戻
し直前の税務上の資本
金等の額 

×
一定割合＊＊

×
各投資主の資本の払戻し直前の当該
払戻しに係る所有投資口数／投資法
人の資本の払戻しに係る投資口の総
数 

 
 

＊＊一定割合 
 
＝ 投資法人の資本の払戻し額  

（小数以下第 3 位未満切上げ）
 投資法人の税務上の前期末純資産価額   

 

（＋前期末から当該払戻しの直前の時までの間に
増加した税務上の資本金等の額 
－前期末から当該払戻しの直前の時までの間に 
減少した税務上の資本金等の額）

  

 
(注 2) 譲渡収入の額 ＝ 資本の払戻し額 － みなし配当 

譲渡原価の額 ＝ 資本の払戻し直前の投資口の取得価額 × 一定割合＊＊ 
 

＊＊一定割合 
 
＝ 投資法人の資本の払戻し額  

（小数以下第 3 位未満切上げ）
投資法人の税務上の前期末純資産価額   

 

（＋前期末から当該払戻しの直前の時までの間に
増加した税務上の資本金等の額 
－前期末から当該払戻しの直前の時までの間に 
減少した税務上の資本金等の額）

  

 
(注 3) 譲渡損益の額 ＝ 譲渡収入の額 － 譲渡原価の額 

 
なお、(注 1)のみなし配当の額及び(注 2)の一定割合については、本投資法人から通

知します。 
 

c．投資口の譲渡に係る税務 
  個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益については、株式を譲渡した場合と同
様に、株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額（以下
「株式等の譲渡に係る譲渡所得等」といいます。）として申告分離課税（所得税
15％、住民税 5％）の方法で課税されます。なお、平成 25 年から平成 49 年までの各
年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1％の税
率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると、
20.315％の税率により株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課税されます。譲渡損が生じ
た場合は、他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の
譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、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、本投資口を金融商品取引業者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.  本投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失を譲渡日の属する年における他の
株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡に係
る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件にこの損失（以下、本 c．
ii.において「本投資口の譲渡損失の金額」といいます。）をその年分の上場株式等
に係る配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本 c．ii.
において同じです。）から控除することが認められます。 

ii.  その年の前年以前 3 年内の各年において、本投資口の譲渡損失の金額（前記 i の
適用を受けている場合には適用後の金額となります。）があるときは、申告を要件
にこの損失（前年以前に既に控除したものを除きます。）をその年分の株式等の譲
渡に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除すること
が認められます。 

iii.  本投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定
口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資口を含む上場株式等の譲渡に
係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一
定の要件の下に、本投資口の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払いの際
に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は
20％（所得税 15％、住民税 5％）となります。 



 

- 192 - 

平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までの間に生ずる株式等の譲渡に係
る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1％の税率により復興特別所得
税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると 20.315％の税率により源泉
徴収されます。 
なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内

において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴
収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴
収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して
源泉徴収がなされます。 

iv.  平成 26 年から実施された少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、金融商品
取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定において管理されている上場株
式等（平成 26 年から平成 35 年までの 10 年間、新規投資額で毎年 100 万円を上限）
を、その非課税管理勘定の開設年の 1 月 1 日から 5 年内に譲渡した場合には、その
譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座内で譲
渡損失が生じても、当該損失については、本 c.i.の配当所得の金額からの控除、本
c.ii.の譲渡損失の繰越控除並びに本 c.iii.の配当等の額からの控除は適用できません。 

(注) 平成 28 年 1 月 1 日以後の本投資口の譲渡に係る損失の取扱い 
平成 28 年 1 月 1 日以後、株式等は上場株式等（金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募

公社債等をいいます。以下、本注記において同じです。）と一般株式等（上場株式等以外の株式等をいいます。）
に区分され（本投資口は、上場株式等として取り扱われます。）、本 i.及び ii.の特例において本投資口の譲渡等に
よる損失は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額（上場株式等に係る利子
所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。）から、それぞれ控除することが認
められます。 

 
(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受け取る利益の分配は、原則として分配の決議のあっ
た日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金
融商品取引所に上場されている株式等として取扱われ、分配金を受け取る際には原則
として 15％の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は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。受取配当等の益金不算入の規定の適用はあ
りません。 

  平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までの間に生ずる利益の分配に課され
る所得税の額に対しては、2.1％の税率により復興特別所得税が課されるため、所得
税の額と合わせると 15.315％の税率により源泉徴収されます。なお、この復興特別所
得税は法人投資主の復興特別法人税の申告上、税額控除の対象となります。 

 
b．利益を超える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る金銭の分配は、資本の払戻しと
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税務上の資本金等の額に相
当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記ａにおける収益分配
金と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みな
し配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として扱われます。譲渡に係
る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。
みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。 

  資本の払戻しを受けた後の投資口の帳簿価額は、この資本の払戻しを受ける直前の
投資口の帳簿価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。 

 
c．投資口の譲渡に係る税務 
  法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金
として計上されます。 

 
② 本投資法人の税務 

(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の規定により、一定の要件を満たす投資法人

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
本投資法人の損金に算入することが認められています。 
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利益の配当等を損金算入するために満たすべき主要な要件（いわゆる導管性要
件）は以下のとおりです。 

a． その事業年度に係る配当等の額（投信法第 137 条第 1 項の規定による金銭の分配
のうち利益の配当から成る部分の金額（みなし配当等の額を含む。））の支払額
がその事業年度の配当可能利益の額の 90％超（又は投信法第 137 条第 1 項の規定
による金額の分配の額が配当可能額の 90％超）であること。 

b． 他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の 50％以上を有していないこと。 
c． 借入れは、機関投資家（租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に規定す

る機関投資家をいいます。以下本「(イ) 利益配当等の損金算入要件」において同
じです。）からのものであること。 

d． 事業年度の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第 39 条の 32
の 3 に定めるものに該当していないこと。 

e． 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
る割合が 50％を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。 

f． 設立時における本投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が 1 億円以上である
こと、又は本投資口が事業年度の終了の時において 50 人以上の者又は機関投資家
のみによって所有されていること。 

 
(ロ) 不動産流通税の軽減措置 

a．不動産取得税 
  一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の 4％の税率
により課されます。ただし、住宅及び土地については平成 27 年 3 月 31 日までに取得
した場合に限り 3％に軽減されます。また、以下の一定の要件等を満たす投資法人が
平成 23 年 7 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までに取得する一定の不動産に対しては、
不動産取得税の課税価額が 5 分の 2 に軽減されます。 

i   規約に資産の運用の方針として、特定不動産（投資法人が取得する特定資産のう
ち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、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。）の価額の合計額の当該投資法人
の有する特定資産の価額の合計額に占める割合（以下「特定不動産の割合」といい
ます。）を 75％以上とする旨の記載があること。 

ii  投資法人から投信法第 198 条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託さ
れた投信法第 2 条第 19 項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第 50 条の
2 第 1 項の認可を受けていること。 

iii  資金の借入れをする場合には、適格機関投資家（金商法第 2 条第 3 項第 1 号。た
だし、地方税法施行規則附則第 3 条の 2 の 9 第 2 項に規定するものに限ります。）
からのものであること。 

iv  運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。 
イ  特定不動産の割合が 75％以上であること。 
ロ  本軽減規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産

の割合が 75％以上となること。 
v  投信法第 187 条の登録を受けていること。 

 
b．登録免許税 
 一般に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
が課税価額の 2％の税率により課されます。ただし、売買による土地の取得に係る所
有権の移転登記に対しては平成 27 年 3 月 31 日までは 1.5％に軽減されます。また、
上記 a.i から v までに掲げる要件（ただし、iii に規定する適格機関投資家は、金商法
第 2 条第 3 項第 1 号によります。）等を満たす投資法人が取得する倉庫等以外の不動
産については、当該取得後 1 年以内に登記を受ける場合に限り、登録免許税の税率が
平成 27 年 3 月 31 日までは 1.3％に軽減されます。 
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5【運用状況】 

(1)【投資状況】 

本投資法人の平成 25 年 10 月 31 日（第 1 期末）現在における投資状況は、以下のとお

りです。 

資産の 
種類 

資産の 
用途 

所在 
都道府県 

名称 

第 1 期 
（平成 25 年 10 月 31 日現在） 
保有総額 
（百万円） 

(注 1) 

資産総額に 
対する比率（％） 

不動産 

旅館 長野県 星のや 軽井沢 7,622 43.1

ホテル 山梨県 リゾナーレ 八ヶ岳 4,612 26.1

旅館 長野県 界 松本 620 3.5

旅館 島根県 界 出雲 706 4.0

旅館 静岡県 界 伊東 696 3.9

旅館 神奈川県 界 箱根 977 5.5

不動産 小計 15,236 86.2

預金・その他の資産 2,442 13.8

資産総額 計(注 2) 17,678 100.0

負債総額(注 2) 7,711 43.6

純資産総額(注 2) 9,966 56.4

(注 1) 「保有総額」は、貸借対照表上計上額（不動産については減価償却後の帳簿価額）によっています。 
なお、不動産の帳簿価額には機械及び装置、構築物並びに借地権を含みます。 

(注 2) 「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、帳簿価額を記載しています。 

 
(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】 

本投資法人が平成 25 年 10 月 31 日（第 1 期末）現在保有する不動産等の概要は、以下

のとおりです。 
（イ）取得価格、貸借対照表計上額、期末算定価額及び投資比率等 

分類 
物件 
番号 

物件名称 
取得価格

（百万円）

貸借対照表

計上額 
（百万円）

(注 1) 

期末算定

価額 
（百万円）

(注 2) 

投資比率 
（％） 
(注 3) 

鑑定 
評価機関 

(注 4) 

担保 
設定 

星のや 
H-1 星のや 軽井沢 7,600 7,622 9,160 50.7 NV 有(注 5) 

小計 7,600 7,622 9,160 50.7 － － 

リゾ 
ナーレ 

R-1 リゾナーレ 八ヶ岳 4,500 4,612 5,190 30.0 NV 有(注 6) 

小計 4,500 4,612 5,190 30.0 － － 

界 

K-1 界 松本 600 620 687 4.0 MSK 有(注 6) 

K-2 界 出雲 680 706 737 4.5 MSK 有(注 6) 

K-3 界 伊東 670 696 717 4.5 MSK 有(注 6) 

K-4 界 箱根 
950

(注 7)
977

(注 7)
1,090
(注 7)

6.3 MSK 有(注 6) 

小計 2,900 3,002 3,231 19.3 － － 

合計 15,000 15,236 17,581 100.0 － － 
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(注 1) 「貸借対照表計上額」には機械及び装置、構築物並びに借地権を含みます。 
(注 2) 各物件の鑑定評価については、日本ヴァリュアーズ株式会社又は森井総合鑑定株式会社に委託しており、「期末算定価額」

には、平成 25 年 10 月 31 日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価額を記載しています。 
(注 3) 「投資比率」は、取得価格の合計に占める各物件の取得価格の割合を記載しています。 
(注 4) 「鑑定評価機関」は、上表において略称により記載しています。各鑑定評価機関の略称は以下のとおりです。 

NV：日本ヴァリュアーズ株式会社 
MSK：森井総合鑑定株式会社 

(注 5) 建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しています。 
(注 6) 所有権を保有している土地及び建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権

を設定しています。 
(注 7) 平成 25 年 11 月 29 日付で本投資法人が株式会社星野リゾート・マネジメントより隣地を 120,000 円で取得していますが、取

得価格、貸借対照表計上額及び期末算定価額に含めていません。 
 

（ロ）所在地、面積、規模等 

分類 物件 
番号 物件名称 所在地 土地面積 

（㎡） 
建物面積
（㎡） 建築時期 

年間固定
賃料 

（百万円）
(注 1) 

賃貸面積
（㎡）
(注 6) 

賃貸可能 
面積（㎡） 

(注 6) 

テナント
数 

（転貸借）

総客
室数

（室）

星のや 
H-1 星のや  

軽井沢 
長野県 
北佐久郡 
軽井沢町 

73,688.42 
(注 2) 11,638.45

平成 14 年 2 月
（トンボの湯・
村民食堂）／平
成 17 年 4 月
（星のや）／平
成 21 年 6 月
（ハルニレテラ
ス）

600 11,638.45 11,638.45 1
(13)

77

小計 73,688.42 11,638.45 － 600 11,638.45 11,638.45 1
(13)

77

リゾ 
ナーレ 

R-1 リゾナーレ 
八ヶ岳 

山梨県 
北杜市 

75,831.81 
(注 3) 33,853.45

平成 4 年 6 月
（ホテル・プー
ル）／平成 16
年 4 月（チャペ
ル・機械室） 

525 33,853.45 33,853.45 1
(15)

172

小計 75,831.81 33,853.45 － 525 33,853.45 33,853.45 1
(15)

172

界 

K-1 界 松本 長野県 
松本市 3,340.67 4,056.12 平成 11 年 11 月 75 4,056.12 4,056.12 1

(0)
26

K-2 界 出雲 島根県 
松江市 

11,321.56 
(注 4) 3,909.02

不 明 （ 旧 館 ）
(注 5)／平成 9
年 7 月（新館）

75 3,909.02 3,909.02 1
(0)

24

K-3 界 伊東 静岡県 
伊東市 4,899.97 7,473.91

不明 (注 5)／平
成 7 年 11 月
（増築）

80 7,473.91 7,473.91 1
(0)

34

K-4 界 箱根 
神奈川県 
足柄下郡 
箱根町 

9,342.04 
(注 7) 4,649.67 昭和 62 年 7 月 95 4,649.67 4,649.67 1

(0)
31

小計 28,904.24 20,088.72 － 325 20,088.72 20,088.72 
4

(0)
(注 8)

115

合計 178,424.47 65,580.62 － 1,450 65,580.62 65,580.62 
6

(28)
(注 8)

364

(注 1) 上記各物件について締結されている賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「年間固
定賃料」欄には、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。 

(注 2) 本投資法人は、建物のみを所有し、土地は所有していません。当該土地については、所有者から賃借しています。 
(注 3) 本投資法人は、当該土地の一部（20,557.00 ㎡）のみを所有し、その他の部分（55,274.81 ㎡）を所有者から賃借しています。 
(注 4) 本投資法人は、当該土地の一部（2,966.21 ㎡）を所有者から賃借しています。 
(注 5) 本投資法人は、前所有者から資料を受領していないため、不明です。 
(注 6) 全ての物件の稼働率は 100.0％です。 
(注 7) 平成 25 年 11 月 29 日付で本投資法人が株式会社星野リゾート・マネジメントより隣地（381 ㎡）を取得していますが、土地

面積には含めていません。 
(注 8) テナント数（転貸借）の小計及び合計は、延べテナント数を記載しており、括弧内は本投資法人から当該物件を賃借してい

る者から転貸を受けている者の数を記載しています。 

 
本投資法人の運用資産の稼働率の推移は、以下のとおりです。 

 
 平成 25 年 10 月 31 日 
物件数 6 
テナント数 6 
総賃貸可能面積（ｍ2） （Ａ） 65,580.62 
総賃貸面積（ｍ2） （Ｂ） 65,580.62 
近 5 年の稼働率（％）（Ｂ）／（Ａ） 100.0  
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（ハ）不動産鑑定評価書の概要 

分類 
物件 
番号 

運用資産 
（物件名称） 

鑑定 
評価 
機関 
(注 1)

鑑定 
評価額 

（百万円） 

収益価格 

鑑定 NOI 
（百万円） 

(注 2) 

鑑定 NOI 
利回り 
（％） 
(注 3) 

対不動産

鑑定評価額

（％） 
(注 5) 

直接還元法 DCF 法 

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

（百万円）

割引率

（％）

終還元

利回り

（％）

星のや 
H-1 

星のや 
軽井沢 

NV 9,160 9,630 5.7 9,160 5.7 6.2 561 7.4 83.0

小計 9,160 9,630 - 9,160 - - 561 7.4 83.0

リゾ 
ナーレ 

R-1 
リゾナーレ 
八ヶ岳 

NV 5,190 5,410 6.0 5,190 6.0 6.5 438 9.7 86.7

小計 5,190 5,410 - 5,190 - - 438 9.7 86.7

界 

K-1 界 松本 MSK 687 696 6.3 677 6.0 6.6 60 10.0 87.3

K-2 界 出雲 MSK 737 748 6.5 726 6.2 6.8 58 8.6 92.3

K-3 界 伊東 MSK 717 727 6.3 706 6.0 6.6 62 9.3 93.4

K-4 界 箱根 MSK 1,090 1,110 6.2 1,070 5.9 6.5 83 8.7 87.2

小計 3,231 3,281 - 3,179 - - 263 9.1 89.8

合計 17,581 18,321 - 17,529 - - 1,262 8.4 85.3

(注 1) 「鑑定評価機関」は、上表において略称により記載しています。各鑑定評価機関の略称は以下のとおりです。 
NV：日本ヴァリュアーズ株式会社 
MSK：森井総合鑑定株式会社 

(注 2) 「鑑定 NOI」とは、不動産鑑定評価書に記載された運営収益から運営費用を控除した運営純収益（Net Operating Income）を
いい、減価償却費を控除する前の収益です。運営純収益（Net Operating Income）から敷金等の運用益や資本的支出を控除し
た NCF（純収益、Net Cash Flow）とは異なります。上記鑑定 NOI は直接還元法による NOI です。なお、「鑑定 NOI」は、
百万円未満を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の鑑定 NOI を足し合わせてもポートフォリオ合計と一致し
ていない場合があります。 

(注 3) 「鑑定 NOI 利回り」は、鑑定 NOI を取得価格で除して本資産運用会社が算出した数値を記載しています。ただし、小計欄又は
合計欄の数値は、鑑定 NOI の小計又は合計を取得価格の小計又は合計で除して本資産運用会社が算出した数値を記載していま
す。かかる数値は、いずれも本資産運用会社が算出したものであり、不動産鑑定評価書に記載されている数値ではありません。 

(注 4) 不動産鑑定評価書は、一定時点における評価者たる鑑定評価機関の判断と意見であり、その内容の妥当性、正確性及び当該
鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。なお、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会
社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。 

(注 5) 「対不動産鑑定評価額」は、各物件の取得価格を鑑定評価額で除した値を記載しています。 
 

（ニ）建物状況評価報告書の概要 

本投資法人は、各運用資産について、建物検査、関連法規の遵守、修繕費評価及び環境

アセスメント等に関する建物状況評価報告書（建物エンジニアリングレポート）を株式会

社アセッツアールアンドディーより取得しています。建物状況評価報告書（建物エンジニ

アリングレポート）の記載は一定時点における報告者の意見を示したものに留まり、本投

資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、株式会社ア

セッツアールアンドディーと本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係

はありません。 

物件 
番号 

物件名称 調査業者 調査年月日 
短期修繕費 
（千円） 

(注 1)(注 2) 

長期修繕費

（年平均）

（千円） 
(注 1)(注 3)

H-1 星のや 軽井沢 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 36,084

R-1 リゾナーレ 八ヶ岳 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 179,604

K-1 界 松本 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 23,767

K-2 界 出雲 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 14,766

K-3 界 伊東 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 24,469

K-4 界 箱根 
株式会社アセッツ 
アールアンドディー

平成 25 年 4 月 30 日 － 21,332

合計 － 300,022



 

- 197 - 

(注 1) 「短期修繕費」及び「長期修繕費（年平均）」は、建物状況評価報告書の記載に基づき記載しています。 
(注 2) 「短期修繕費」には、日常の保守よりも優先的に修繕等が必要となる不具合を修繕更新する場合の修繕更新の費用

であって、建物状況評価報告書の日付から起算して 1 年以内に必要とされる修繕費用の概算費用の合計額を記載し

ています。 
(注 3) 「長期修繕費（年平均）」には、経年に伴う劣化に対して機能維持及び安全稼働していく上での修繕更新の費用で

あって、建物状況評価報告書の日付から起算して 12 年以内に必要とされる修繕費用及び更新費用の合計額を本資産

運用会社にて年平均額に換算し、千円未満を四捨五入して記載しています。したがって、各物件の長期修繕費を足

し合わせてもポートフォリオ合計と一致しない場合があります。 

 
（ホ）主要な不動産に関する情報 

本投資法人が保有している資産のうち、年間賃料合計が全年間賃料合計の 10％以

上を占めることになる不動産は、以下のとおりです。 

 
テナントの

総数 
総賃料収入

(注 1) 
総賃貸面積

総賃貸可能 
面積 

近 5 年の 
稼働率の推移 

(注 2) 

星のや 軽井沢 1 600 百万円 11,638.45 ㎡ 11,638.45 ㎡ 
平成 25 年 
10 月 31 日 

100.0％

リゾナーレ 八ヶ岳 1 525 百万円 33,853.45 ㎡ 33,853.45 ㎡ 
平成 25 年 
10 月 31 日 

100.0％

(注 1) 上記各物件について、賃料は固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「総賃料収入」は当該賃貸借契約

に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。 
(注 2) 「 近 5 年の稼働率の推移」は、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載しています。また、

「稼働率」は期末稼働率です。 

 
（ヘ）主要なテナントへの賃貸借の状況 

本投資法人が保有している資産のうち、当該テナントへの賃貸面積が総賃貸面積

の合計の 10％以上を占めるテナントは、以下のとおりです。 

テナント名称 業種 物件名称 
契約期間

満了日 

年間固定賃料 賃貸面積 

（百万円）

(注 1) 

比率 
（％） 
(注 2) 

（㎡） 
比率 
（％）

株式会社 
星野リゾート 

ホテル・旅館 星のや 軽井沢 
平成 45 年

7 月 15 日
600 41.4 11,638.45 17.7

株式会社星野 
リゾート・八ヶ岳 

ホテル 
リゾナーレ  
八ヶ岳 

平成 45 年

7 月 15 日
525 36.2 33,853.45 51.6

株式会社 
星野リゾート・ 
マネジメント 

ホテル・旅館 

界 松本 
平成 45 年

7 月 15 日
75 5.2 4,056.12 6.2

界 出雲 
平成 45 年

7 月 15 日
75 5.2 3,909.02 6.0

界 伊東 
平成 45 年

7 月 15 日
80 5.5 7,473.91 11.4

界 箱根 
平成 45 年

7 月 15 日
95 6.6 4,649.67 7.1

合計 1,450 100.0 65,580.62 100.0

(注 1) 上記各主要なテナントとの本投資法人の平成 25 年 10 月 31 日現在で有効な賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変

動賃料により構成されますが、「年間固定賃料」欄には、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算し

た金額を記載しています。変動賃料は、賃借人のホテル、旅館及び付帯施設の売上げに賃貸借契約で定める一定の料率を

乗じて算出されます。ただし、ホテル、旅館及び付帯施設の売上げが一定金額に満たない場合には、変動賃料は生じませ

ん。また、上記各主要なテナントとの賃貸借契約において、変動賃料の起算日は平成 26 年 5 月 1 日（第 3 期）とされてい

るため、当該日以前は、ホテル、旅館及び付帯施設の売上げの金額にかかわらず、変動賃料は生じません。 
(注 2) ポートフォリオ全体の年間固定賃料の合計額に対する、各物件の年間固定賃料の占める割合を記載しています。 
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（ト）ポートフォリオの概況 
a. 分類別 

分類 物件数 取得価格（百万円） 比率（％） 

星のや 1 7,600 50.7 

リゾナーレ 1 4,500 30.0 

界 4 2,900 19.3 

合計 6 15,000 100.0 

 
b. 所在地の属する地域別 

所在地の属する地域 物件数 取得価格（百万円） 比率（％） 

北海道・東北地方 － － － 

関東地方 1 950 6.3 

中部地方 4 13,370 89.1 

近畿地方 － － － 

中国・四国地方 1 680 4.5 

九州・沖縄地方 － － － 

合計 6 15,000 100.0 

 
c. 賃貸期間別 

賃貸借期間 

契約年数 残存年数 

年間固定賃料 
（百万円）（注）

比率 
（％） 

年間固定賃料 
（百万円）（注） 

比率 
（％） 

ポートフォリオ全体 1,450 100.0 1,450 100.0 

10 年超 1,450 100.0 1,450 100.0 

10 年以内 － － － － 

（注）各物件について平成 25 年 10 月 31 日現在で有効な賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されま

すが、「年間固定賃料」欄には、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。 

 
d. 契約形態別 

契約形態 年間固定賃料（百万円）（注） 比率（％） 

ポートフォリオ全体 1,450 100.0

定期賃貸借契約 1,450 100.0

普通賃貸借契約 － －

（注）各物件について平成 25 年 10 月 31 日現在で有効な賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されま

すが、「年間固定賃料」欄には、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。 
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（チ）個別不動産の収支状況 
個別不動産の当期における個別の収支状況は以下のとおりです。 
なお、本投資法人が保有する物件は全て平成 25 年 7 月 16 日に取得しているため、

以下の収支状況は平成 25 年 7 月 16 日から平成 25 年 10 月 31 日までについて記載し

ています。 
（単位：千円）

物件番号 － H-1 R-1 K-1 K-2 K-3 K-4 

物件名 
ポート 
フォリオ 
合計 

星のや 
軽井沢 

リゾナーレ

八ヶ岳 
界 松本 界 出雲 界 伊東 界 箱根 

①不動産運用 
収益合計 

424,870 175,806 153,830 21,975 21,980 23,440 27,836

固定賃料 424,870 175,806 153,830 21,975 21,980 23,440 27,836

変動賃料 － － － － － － －

②不動産運用 
費用合計 

23,229 9,548 7,034 1,299 2,268 1,340 1,738

保守費 5,743 759 2,591 533 288 622 948

公租公課 － － － － － － －

保険料 1,954 368 1,031 151 79 205 118

借地料 7,392 3,752 2,304 － 1,336 － －

修繕費 6,706 3,237 1,107 614 563 513 671

その他費用 1,431 1,431 － － － － －

③NOI 
（①－②） 

401,640 166,258 146,795 20,676 19,712 22,100 26,097

④減価償却費 115,605 62,809 36,026 3,790 3,005 3,731 6,242

⑤不動産賃貸 
事業損益 

（③－④） 
286,034 103,448 110,769 16,885 16,706 18,369 19,855

 
（リ）個別不動産の運営実績 

a. 星のや 軽井沢 

運営実績 

 
平成 25 年 

累計 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 61.2% 69.0% 70.1% 71.0% 70.1% 84.2% 84.4% 97.8% 85.9% 88.6% 88.1% 70.9% 78.8%

ADR (円） 52,495 42,966 44,314 51,870 61,738 55,184 69,391 86,667 70,817 60,646 54,906 58,931 60,587

RevPAR (円） 32,131 29,634 31,059 36,825 43,271 46,440 58,548 84,779 60,823 53,710 48,390 41,773 47,759

売上高（百万円） 119 139 162 179 231 215 281 418 296 266 235 197 2,737

(注 1) 平成 25 年の実績を記載していますが、本投資法人が当該物件を取得したのは平成 25 年 7 月 16 日です。 
(注 2) 月次の主要指標については、賃借人である株式会社星野リゾートから提供を受けた数値に基づいて記載しています。 
(注 3) 客室稼働率については小数第 2 位以下を、ADR、RevPAR については小数第 1 位以下を四捨五入して記載しています。

売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。 
(注 4) 「売上高」とは、賃借人が各物件において旅行宿泊施設運営事業及びその付帯事業により得た収入のことをいい、単位

未満を四捨五入して記載しています。各物件と一体として運営されている施設において得られた収入であっても、当該

施設が本投資法人の保有資産に含まれなければ、売上高には含まれません。以下同じです。 
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b. リゾナーレ 八ヶ岳 

運営実績 

 
平成 25 年 

累計 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 63.5% 61.5% 73.4% 65.7% 65.6% 74.8% 90.0% 98.2% 95.8% 88.4% 83.7% 70.7% 78.1%

ADR (円） 28,767 18,642 18,293 20,034 21,686 16,740 28,070 46,342 25,924 19,367 19,525 27,262 24,853

RevPAR (円） 18,264 11,469 13,425 13,170 14,231 12,516 25,269 45,508 24,829 17,126 16,339 19,276 19,421

売上高（百万円） 152 170 265 255 324 305 395 599 423 357 326 292 3,863

(注 1) 平成 25 年の実績を記載していますが、本投資法人が当該物件を取得したのは平成 25 年 7 月 16 日です。 
(注 2) 月次の主要指標については、賃借人である株式会社星野リゾート・八ヶ岳から提供を受けた数値に基づいて記載してい

ます。 
(注 3) 客室稼働率については小数第 2 位以下を、ADR、RevPAR については小数第 1 位以下を四捨五入して記載しています。

売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。 

 
c. 界 松本 

運営実績 

 
平成 25 年 

累計
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 40.2% 44.4% 61.9% 54.2% 60.4% 62.1% 67.6% 85.1% 83.3% 79.5% 81.3% 53.7% 64.8%

ADR (円） 40,857 28,213 30,673 33,865 36,479 29,230 31,278 51,954 34,113 34,143 34,483 37,150 35,679

RevPAR (円） 16,412 12,517 18,990 18,370 22,042 18,148 21,150 44,219 28,427 27,154 28,048 19,958 23,108

売上高（百万円） 23 20 33 28 35 30 36 63 46 46 41 32 433

(注 1) 平成 25 年の実績を記載していますが、本投資法人が当該物件を取得したのは平成 25 年 7 月 16 日です。 
(注 2) 月次の主要指標については、賃借人である株式会社星野リゾート・マネジメントから提供を受けた数値に基づいて記載

しています。 
(注 3) 客室稼働率については小数第 2 位以下を、ADR、RevPAR については小数第 1 位以下を四捨五入して記載しています。

売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。 

 
d. 界 出雲 

運営実績 

 
平成 25 年 

累計
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 53.8% 68.8% 78.2% 71.7% 95.4% 95.3% 91.5% 99.6% 98.3% 99.1% 99.0% 96.8% 87.5%

ADR (円） 32,740 26,373 27,957 31,526 34,525 28,601 31,764 40,827 33,355 36,904 38,485 33,749 33,554

RevPAR (円） 17,598 18,131 21,860 22,594 32,947 27,245 29,073 40,663 32,799 36,557 38,111 32,682 29,371

売上高（百万円） 29 29 38 36 53 44 47 62 52 58 58 54 561

(注 1) 平成 25 年の実績を記載していますが、本投資法人が当該物件を取得したのは平成 25 年 7 月 16 日です。 
(注 2) 月次の主要指標については、賃借人である株式会社星野リゾート・マネジメントから提供を受けた数値に基づいて記載

しています。 
(注 3) 客室稼働率については小数第 2 位以下を、ADR、RevPAR については小数第 1 位以下を四捨五入して記載しています。

売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。 



 

- 201 - 

e. 界 伊東 

運営実績 

 
平成 25 年 

累計
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 56.6% 73.8% 73.0% 55.9% 57.9% 58.2% 52.7% 77.4% 58.9% 52.2% 74.7% 68.8% 63.1%

ADR (円） 31,870 23,758 25,830 27,887 28,869 24,063 27,016 39,244 27,289 26,069 27,531 32,035 28,721

RevPAR (円） 18,052 17,544 18,845 15,584 16,727 14,008 14,226 30,383 16,079 13,604 20,567 22,048 18,132

売上高（百万円） 47 46 55 39 43 37 39 71 43 39 47 51 556

(注 1) 平成 25 年の実績を記載していますが、本投資法人が当該物件を取得したのは平成 25 年 7 月 16 日です。 
(注 2) 月次の主要指標については、賃借人である株式会社星野リゾート・マネジメントから提供を受けた数値に基づいて記載

しています。 
(注 3) 客室稼働率については小数第 2 位以下を、ADR、RevPAR については小数第 1 位以下を四捨五入して記載しています。

売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。 

 
f. 界 箱根 

運営実績 

 
平成 25 年 

累計
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

客室稼働率 60.4% 60.7% 61.2% 63.3% 59.1% 72.5% 61.4% 85.1% 72.6% 71.6% 78.7% 78.6% 68.7%

ADR (円） 40,734 35,141 36,096 36,828 38,700 34,335 36,083 47,674 36,882 36,026 40,529 45,000 39,104

RevPAR (円） 24,584 21,328 22,083 23,324 22,873 24,894 22,153 40,580 26,769 25,792 31,900 35,389 26,882

売上高（百万円） 48 38 44 47 45 41 45 73 52 53 60 62 607

(注 1) 平成 25 年の実績を記載していますが、本投資法人が当該物件を取得したのは平成 25 年 7 月 16 日です。 
(注 2) 月次の主要指標については、賃借人である株式会社星野リゾート・マネジメントから提供を受けた数値に基づいて記載

しています。 
(注 3) 客室稼働率については小数第 2 位以下を、ADR、RevPAR については小数第 1 位以下を四捨五入して記載しています。

売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。 

 
（ヌ）資本的支出の状況 

a. 資本的支出の予定 
本投資法人が平成 25 年 10 月 31 日現在保有する資産に関し、平成 25 年 10 月 31

日現在計画されている平成 26 年 4 月期の改修工事等に伴う資本的支出の予定額のう

ち主要なもの（1,000 万円を超えるもの）は以下のとおりです。なお、下記工事予定

金額には、会計上費用に区分処理される部分が含まれています。 

不動産等の名称 所在地 目 的 予定期間 
工事予定金額（百万円） 

総額 
当期 
支払額 

既支出

総額 

リゾナーレ 八ヶ岳 
山梨県 
北杜市 

ホテル東棟 ZONA 搬

入口側外壁改修工事

自 平成 26 年 4 月

至 平成 26 年 4 月
10 百万円 - -

界 伊東 
静岡県 
伊東市 

温泉設備改修工事 
自 平成 25 年 11 月

至 平成 26 年 1 月
25 百万円 - -

 
b. 期中の資本的支出 

本投資法人が平成 25 年 10 月 31 日現在保有する資産に関し、平成 25 年 10 月期に

行った資本的支出に該当する主要な工事（1,000 万円を超えるもの）はありません。

平成 25 年 10 月期の資本的支出は 723 千円であり、費用に区分された修繕費 6,706
千円と合わせ、合計 7,429 千円の工事を実施しています。 
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（ル）個別不動産の概要 
a. 「特定資産の概要」欄に関する説明 
・「分類」は、本投資法人が投資対象とする資産のブランドの別に従い「星のや」、

「リゾナーレ」、「界」及び「その他」の 4 つの分類のいずれかを記載していま

す（なお、平成 25 年 10 月 31 日現在、運用資産に「その他」に該当する資産はあ

りません。）。 
・「用途」は、当該物件の現況に従い、主として洋風の構造及び設備を有する宿泊

施設については「ホテル」と、主として和風の構造及び設備を有する宿泊施設に

ついては「旅館」と、それぞれ記載しています。かかる「用途」欄の記載は、本

投資法人の投資方針に照らした各施設の特性を総体として把握するための分類で

あり、各施設を構成する個別の建物の不動産登記簿上の用途とは必ずしも一致し

ません。 
・「取得年月日」は、各不動産の取得日を記載しています。 
・「特定資産の種類」は、特定資産としての不動産等資産の種別を記載しています。 
・「取得価格」は、売買契約に記載された売買代金（消費税及び地方消費税並びに

売買手数料等の諸費用を含みません。）を、百万円未満を切り捨てて記載してい

ます。ただし、星のや 軽井沢については、売買代金に売主兼借地権設定者に対す

る借地権設定に係る権利金 500,000,000 円を加算した金額を、百万円未満を切り捨

てて記載しています。 
・「鑑定評価額」は、森井総合鑑定株式会社及び日本ヴァリュアーズ株式会社から

取得した各運用資産に係る不動産鑑定評価書に記載の鑑定評価額を記載していま

す。 
・「所在地（住居表示）」は、原則として、住居表示を記載しています。住居表示

のない物件は、不動産登記簿上の建物所在地（複数ある場合にはそのうちの一所

在地）を記載しています。 
・「交通」は、森井総合鑑定株式会社及び日本ヴァリュアーズ株式会社から取得し

た各運用資産に係る不動産鑑定評価書に基づいて記載しています。 
・土地の「地番」は、登記簿上の建物所在地（複数ある場合にはそのうちの一所在

地）を記載しています。 
・土地の「建ぺい率」は、原則として、建築基準法第 53 条に定める、建築物の建築

面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められ

る建ぺい率の上限値（指定建ぺい率）（複数ある場合にはそのいずれも）を記載

しています。指定建ぺい率は、防火地域内の耐火建築物であることその他の理由

により緩和若しくは割増され、又は減少することがあり、実際に適用される建ぺ

い率とは異なる場合があります。 
・土地の「容積率」は、建築基準法第 52 条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積

に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限

値（指定容積率）（複数ある場合にはそのいずれも）を記載しています。指定容

積率は、敷地に接続する道路の幅員その他の理由により緩和若しくは割増され、

又は減少することがあり、実際に適用される容積率とは異なる場合があります。 
・土地の「用途地域」は、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる用途地域の種類

（複数ある場合にはそのいずれも）を記載しています。 
・土地の「敷地面積」は、登記簿上の記載（借地がある場合には借地面積を含みま

す。）に基づいており、現況とは一致しない場合があります。 
・土地及び建物の「所有形態」は、本投資法人が保有する権利の種類を記載してい

ます。 
・建物の「竣工年月」は、主たる建物について建築基準法上の検査済証の工事完了

検査年月を記載しています。 
・建物の「構造／階数」は、主たる建物について登記簿上の記載に基づいています。 
・建物の「延床面積」は、登記簿上の記載に基づき、附属建物の床面積も含めて記

載しています。 
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・建物の「設計者」及び「施工者」は、主たる建物について設計及び施工がなされ

た当時の社名で記載しています。 
・「賃貸可能面積」は、賃貸することが可能な面積のうち本投資法人の保有持分に

相当する面積で、本投資法人とテナントの間で締結済みの賃貸借契約書又は当該

物件の図面に表示されているものを記載しています。 
・「稼働率」は、平成 25 年 10 月 31 日現在の稼働率（総賃貸可能面積に対して総賃

貸面積が占める割合）について、小数第 2 位を四捨五入して記載しています。 
・「主要テナント」は、平成 25 年 10 月 31 日現在において有効な賃貸借契約に基づ

き本投資法人から当該物件を賃借している者のうち、もっとも賃貸面積が大きい

者を記載しています。 
・「テナント数」は、平成 25 年 10 月 31 日現在において有効な賃貸借契約に基づき

本投資法人から当該物件を賃借する者の数を記載しています。 
・「客室数」には、宿泊用途として使用可能な客室の数を記載しています。 
・「転貸テナント数」は、平成 25 年 10 月 31 日現在において有効な賃貸借契約に基

づき本投資法人から当該物件を賃借する者から転貸を受ける者の数を記載してい

ます。 
・「特記事項」には、平成 25 年 10 月 31 日現在において（ただし、個別に記載した

ものについては、本書の日付現在において）各運用資産の権利関係や利用等で重

要と考えられる事項のほか、各運用資産の評価額、収益性及び処分性への影響等

を考慮して重要と考えられる事項を記載しています。 
 

b. 「賃貸借の概要」欄に関する説明 
・「賃借人」、「契約形態」、「契約期間」、「賃貸面積」、「賃料」、「敷金、

保証金」、「期間満了時の更新について」、「賃料改定について」、「中途解約

について」、「違約金」、及び「契約更改の方法」は、平成 25 年 10 月 31 日現在

において有効な賃貸借契約の内容を記載しています。 
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星のや 軽井沢 
  

分類 星のや 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成 25 年 7 月 16 日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 7,600,000,000 円 
鑑定評価額 
（価格時点） 

9,160,000,000 円 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

所在地（住居表示） 
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 2148 番 5 の一部他（星のや）／2148 番 7（トンボの湯、村

民食堂、ハルニレテラス） 

交通 JR 長野新幹線、しなの鉄道「軽井沢駅」より約 5.8km 

土地 

地番 
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉

字赤岩 2148 番地 8 他 

建物

竣工年月 

平成 14 年 2 月（トンボの湯・村

民食堂）／平成 17 年 4 月（星の

や）／平成 21 年 6 月（ハルニレ

テラス） 

建ぺい率 60％・30％ 構造／階数 

（星のや 軽井沢） 
鉄筋コンクリート・鉄骨造 ステ

ンレス鋼板・合金メッキ鋼板葺地

下 1 階付 2 階建 
（トンボの湯） 
鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ

鋼板葺平家建 
（村民食堂） 
鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ

鋼板葺 2 階建 
（ハルニレテラス） 
木造 合金メッキ鋼板ぶき平家建

木造 合金メッキ鋼板ぶき 2 階建

容積率 200％・50％ 延床面積 11,638.45 ㎡ 

用途地域 
第一種住居地域・第一種低層住居

専用地域 
設計者 東環境・建築研究所 

敷地面積 73,688.42 ㎡ 施工者 

株式会社大林組北陸支店（星の

や、トンボの湯、村民食堂）／竹

花工業株式会社（ハルニレテラ

ス） 

所有形態 借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 11,638.45 ㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社星野リゾート テナント数 1 

客室数 77 転貸テナント数 13 
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特記事項： 
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成 25 年 10 月 31 日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
・本物件は、主たる建物 12 棟及び付属建物 40 棟からなります。かかる主たる建物のうち 9 棟及び付属建物のうち 35

棟については、その全部又は一部が木造の建築物です。 
・本物件の敷地内に一級河川（湯川）からの取水を利用した株式会社星野リゾート所有の水力発電施設が設置されています。 
・本土地について、本投資法人は、株式会社星野リゾートとの間で土地賃貸借契約を締結しています。 

借地権設定者：株式会社星野リゾート 
借地権の種類：普通借地権 
借地期間  ：平成 25 年 7 月 16 日から 30 年間 
賃料（月額）：本土地に対するその前年度の公租公課の倍額を 12 で除した額（1 円未満切捨て）。ただし、平成

25 年 7 月 16 日から平成 26 年 4 月末日までの期間は、月額 1,067,118 円。 
賃料改定  ：毎年 2 月末日までに、当年 5 月 1 日から翌年 4 月末日までに適用される月額賃料の額を借地権設

定者が書面により通知します。 
敷金・保証金：該当事項はありません。 
権利金   ：借地権設定の対価として、平成 25 年 7 月 16 日において、本投資法人は借地権設定者に対して金

500,000,000 円を権利金として支払っています（本物件の取得価格は、かかる権利金を含む金額を
記載しています。）。なお、権利金は返還されません。 

契約更新  ：借地権設定者及び賃借人である本投資法人は、賃貸借期間満了の 1 年前までに、更新について協
議します。賃貸借期間が満了する場合において、賃借人である本投資法人が更新を請求したとき
は、従前の契約と同一の条件で更に 20 年間更新するものとし、その後も同様です。ただし、借地
権設定者が賃借人である本投資法人の請求に対して遅滞なく異議を述べたときは、この限りでは
ありません。なお、借地権設定者は、正当の事由がある場合を除き、かかる異議を述べることが
できません。 

中途解約  ：借地権設定者は中途解約することができません。賃借人である本投資法人は、借地権設定者に対
して 12 か月前に書面により通知することにより、中途解約することができます。 

・本土地に設置された橋が水路を跨いでおり、本書の日付現在、本投資法人は、当該橋について、軽井沢町より占用
許可を取得しています。 

 

賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 25 年 7 月 16 日から 20 年間 

賃貸面積 11,638.45 ㎡ 

賃料 

年間固定賃料：600 百万円 
変動賃料：変動賃料は平成 26 年 5 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分
の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の
売上を基準売上とし、基準売上に変動率（25％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の
12 分の 1 とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新
について 

期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい
て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担
の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする
ことができます。 

中途解約について 
賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借
人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ
り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本
賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後 10 年）の
末日までの賃料相当額と 12 か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算にあ
たっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を 1 か月目として過去 12 か月間の賃料の平
均月額を用います。ただし、賃貸借期間が 12 か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額と
します。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで
きます。 

（注）運営実績については、前記「（リ）個別不動産の運営実績」をご参照下さい。 
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リゾナーレ 八ヶ岳 
  

分類 リゾナーレ 

用途 ホテル 

特定資産の概要 

取得年月日 平成 25 年 7 月 16 日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 4,500,000,000 円 
鑑定評価額 
（価格時点） 

5,190,000,000 円 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

所在地（住居表示） 山梨県北杜市小淵沢町 129 番 1 号 

交通 JR 中央本線、小海線「小淵沢駅」より約 1.6km 

土地 
          

地番 
山梨県北杜市小淵沢町字上平井出

129 番地 1 他 

建物
          

竣工年月 
平成 4 年 6 月（ホテル・プール）

／平成 16 年 4 月（チャペル・機

械室） 

建ぺい率 50％ 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・コンクリート

板葺地下 2 階付 5 階建（ホテル・

プール） 
鉄骨鉄筋コンクリート造ガラス板

葺地下 1 階付平家建（チャペル・

機械室） 

容積率 100％ 延床面積 33,853.45 ㎡ 

用途地域 指定なし 設計者 
株式会社ＩＡＯ 竹田設計室（ホ

テル・プール）／久山幸成建築設

計事務所（チャペル・機械室） 

敷地面積 75,831.81 ㎡ 施工者 
日産建設株式会社（ホテル・プー

ル）／りんかい日産建設株式会社

（チャペル・機械室） 

所有形態 所有権及び借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 33,853.45 ㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 株式会社星野リゾート・八ヶ岳 テナント数 1 

客室数 172 転貸テナント数 15 



 

- 207 - 

特記事項： 
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成 25 年 10 月 31 日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
・本土地は面積が 10,000 ㎡以上であるため、北杜市まちづくり条例により、対価を得て行われる権利の移転又は設定

を行う契約を締結しようとする場合、契約締結の 3 か月前までに北杜市長に対する届出が必要です。 
・本土地の一部（41,945.81 ㎡）について、本投資法人は、賃貸人である小淵沢財産区との間で土地賃貸借契約書を締

結しております。なお、賃貸借契約の内容は、以下のとおりです。 
借地権設定者：小淵沢財産区 
借地権の種類：普通借地権 
借地期間  ：平成 25 年 7 月 16 日から 15 年間 
賃料（年額）：年額 5,976,000 円 
賃料改定  ：4 年ごとに双方協議の上改定します。 
敷金・保証金：該当事項はありません。 
契約更新  ：期間満了 1 年前までに異議を述べなかった場合は更新とし、更新後の賃貸借期間は 30 年としま

す。 
中途解約  ：解約をする場合 6 か月までに通知し、相手方の同意を得ます。 

・本土地の一部（13,329 ㎡）について、本投資法人は、賃貸人である尾根共有財産管理組合との間で土地賃貸借契約書

を締結しています。 
借地権設定者：尾根共有財産管理組合 
借地権の種類：普通借地権 
借地期間  ：平成 25 年 7 月 16 日から 15 年間 
賃料（年額）：年額 1,899,116 円 
賃料改定  ：4 年ごとに双方協議の上改定します。 
敷金・保証金：該当事項はありません。 
契約更新  ：期間満了 1 年前までに異議を述べなかった場合は更新とし、更新後の賃貸借期間は 30 年としま

す。 
中途解約  ：解約をする場合 6 か月までに通知し、相手方の同意を得ます。 

・平成 25 年 10 月 31 日現在、本物件の排水設備の一部について、浄化槽が使用されており、下水道法（昭和 33 年法律

第 79 号。その後の改正を含みます。）上必要な公共下水との接続が行われていませんが、前所有者である株式会社

星野リゾート・八ヶ岳は、下水道への接続義務を免除し、浄化槽の継続使用することについて、北杜市に対して許可

申請を行っています。なお、本投資法人は、前所有者との売買時において、当該許可が得られない場合及び下水道へ

の接続が必要と本投資法人が合理的に判断した場合、直ちに前所有者の責任と費用負担で、必要な下水道への接続の

工事を行うことを前所有者と合意しています。なお、平成 25 年 10 月 31 日現在、前所有者は北杜市に対して浄化槽

の継続使用について協議を継続しています。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・八ヶ岳 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 25 年 7 月 16 日から 20 年間 

賃貸面積 33,853.45 ㎡ 

賃料 

年間固定賃料：525 百万円 
変動賃料：変動賃料は平成 26 年 5 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分

の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の

売上を基準売上とし、基準売上に変動率（15％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12 分の 1 とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担

の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする

ことができます。 

中途解約について 
賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借

人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後 10 年）の

末日までの賃料相当額と 12 か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算にあ

たっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を 1 か月目として過去 12 か月間の賃料の平

均月額を用います。ただし、賃貸借期間が 12 か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額と

します。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 
（注）運営実績については、前記「（リ）個別不動産の運営実績」をご参照下さい。 
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界 松本 
 

分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成 25 年 7 月 16 日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 600,000,000 円 
鑑定評価額 
（価格時点） 

687,000,000 円 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

所在地（住居表示） 長野県松本市浅間温泉一丁目 31 番 1 号 

交通 JR 篠ノ井線、大糸線「松本駅」より約 4.9km 

土地 
          

地番 
長野県松本市浅間温泉一丁目 81
番地 1 他 

建物
          

竣工年月 平成 11 年 11 月 

建ぺい率 80％ 構造／階数 
鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛

メッキ鋼板葺 5 階建 

容積率 400％ 延床面積 4,056.12 ㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 
株式会社羽深隆雄・栴工房設計事

務所 

敷地面積 3,340.67 ㎡ 施工者 株式会社熊谷組名古屋支店 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 4,056.12 ㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 26 転貸テナント数 0 

特記事項： 
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成 25 年 10 月 31 日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 25 年 7 月 16 日から 20 年間 

賃貸面積 4,056.12 ㎡ 

賃料 

年間固定賃料：75 百万円 
変動賃料：変動賃料は平成 26 年 5 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分

の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の

売上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12 分の 1 とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担

の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする

ことができます。 

中途解約について 
賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借

人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後 10 年）の

末日までの賃料相当額と 12 か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算にあ

たっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を 1 か月目として過去 12 か月間の賃料の平

均月額を用います。ただし、賃貸借期間が 12 か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額と

します。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 
（注） 運営実績については、前記「（リ）個別不動産の運営実績」をご参照下さい。 
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界 出雲 
  

分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成 25 年 7 月 16 日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 680,000,000 円 
鑑定評価額 
（価格時点） 

737,000,000 円 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

所在地（住居表示） 島根県松江市玉湯町玉造 1237 

交通 JR 山陰本線「玉造温泉駅」より約 1.9km 

土地 
    

地番 島根県松江市玉湯町玉造 69 番 1 建物 竣工年月 
不明（旧館）（注）／平成 9 年 7
月（新館） 

建ぺい率 80％ 

建物

構造／階数 
鉄筋コンクリート・鉄骨・木造

かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき 2
階建 

容積率 400％ 延床面積 3,909.02 ㎡ 

用途地域 商業地域 設計者 
不明（旧館）（注）／株式会社交

通公社トラベランド一級建築士事

務所（新館） 

敷地面積 11,321.56 ㎡ 施工者 
不明（旧館）（注）／株式会社松

村組広島支店（新館） 

所有形態 所有権及び借地権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 3,909.02 ㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 24 転貸テナント数 0 

特記事項： 
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成 25 年 10 月 31 日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
・本建物について、新築の際の建築基準法に基づく建築確認手続及び完了検査手続に関する確認済証及び検査済証があ

りませんが、直近の増改築時（平成 9 年）に、既存建物の適法性が認められていると判断できること、及び既存建物

について過去に建築確認申請が出されていたことを松江市に確認しています。 
・本物件は、主たる建物 1 棟及び付属建物 2 棟からなります。かかる主たる建物のうち 1 棟及び付属建物のうち 1 棟に

ついては、その全部又は一部が木造の建築物です。 
・本土地の一部（2,966.21 ㎡）について、本投資法人は、賃貸人である有限会社玉静館及び個人（2 名）との間で以下

の内容の土地賃貸借契約書を締結しています。 
借地権設定者：有限会社玉静館及び個人（2 名） 
借地権の種類：普通借地権 
借地期間  ：平成 25 年 7 月 16 日から 30 年間 
賃料（年額）：年額 4,560,000 円 
賃料改定  ：原則としてできないものとされています。 
敷金・保証金：該当事項はありません。 
契約更新  ：借地権設定者及び賃借人である本投資法人は、賃貸借期間満了の 1 年前までに、更新について協議

します。賃貸借期間が満了する場合において、賃借人である本投資法人が更新を請求したときは、

従前の契約と同一の条件で更に 20 年間更新するものとし、その後も同様です。ただし、借地権設

定者が賃借人である本投資法人の請求に対して遅滞なく異議を述べたときは、この限りではありま

せん。なお、借地権設定者は、正当の事由がある場合を除き、かかる異議を述べることができませ

ん。 
中途解約  ：借地権設定者は中途解約することができません。賃借人である本投資法人は、借地権設定者に対し

て 12 か月前に書面により通知することにより、中途解約することができます。 
（注） 前所有者から資料を受領していないため、不明です。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 25 年 7 月 16 日から 20 年間 

賃貸面積 3,909.02 ㎡ 

賃料 

年間固定賃料：75 百万円 
変動賃料：変動賃料は平成 26 年 5 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分

の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の

売上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12 分の 1 とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担

の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする

ことができます。 

中途解約について 
賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借

人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後 10 年）の

末日までの賃料相当額と 12 か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算にあ

たっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を 1 か月目として過去 12 か月間の賃料の平

均月額を用います。ただし、賃貸借期間が 12 か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額と

します。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 
（注） 運営実績については、前記「（リ）個別不動産の運営実績」をご参照下さい。 
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界 伊東 
  

分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成 25 年 7 月 16 日 特定資産の種類 不動産 

取得価格 670,000,000 円 
鑑定評価額 
（価格時点） 

717,000,000 円 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

所在地（住居表示） 静岡県伊東市岡広町 2 番 21 号 

交通 JR 伊東線、伊豆急行伊豆急行線「伊東駅」より約 0.8km 

土地 
          

地番 静岡県伊東市岡広町 446 番地 1 他

建物
          

竣工年月 
不明（注）／平成 7 年 11 月（増

築） 

建ぺい率 80％ 構造／階数 

木・鉄筋コンクリート造瓦葺地下

1 階付 2 階建 
鉄骨鉄筋コンクリート造銅板葺・

陸屋根 8 階建 

容積率 300％ 延床面積 7,473.91 ㎡ 

用途地域 近隣商業地域 設計者 
不明（注）／株式会社イナバ設計

（増築） 

敷地面積 4,899.97 ㎡ 施工者 
不明（注）／株式会社鈴木工務店

（増築） 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 7,473.91 ㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 34 転貸テナント数 0 

特記事項： 
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成 25 年 10 月 31 日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
・本建物について、新築の際の建築基準法に基づく建築確認手続及び完了検査手続に関する確認済証及び検査済証があ

りませんが、前所有者である株式会社星野リゾート・マネジメントにおいて平成 25 年 4 月 24 日付で静岡県知事に対

して、既存不適格調書を提出しています。 
・本物件は、主たる建物 2 棟及び付属建物 2 棟からなります。かかる主たる建物のうち 1 棟及び付属建物のうち 2 棟に

ついては、その全部又は一部が木造の建築物です。 
（注） 前所有者から資料を受領していないため、不明です。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 25 年 7 月 16 日から 20 年間 

賃貸面積 7,473.91 ㎡ 

賃料 

年間固定賃料：80 百万円 
変動賃料：変動賃料は平成 26 年 5 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分

の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の

売上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12 分の 1 とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担

の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする

ことができます。 

中途解約について 
賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借

人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 
（注） 運営実績については、前記「（リ）個別不動産の運営実績」をご参照下さい。 
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界 箱根 
  

分類 界 

用途 旅館 

特定資産の概要 

取得年月日 平成 25 年 7 月 16 日 特定資産の種類 不動産 

取得価格(注 1) 950,000,000 円 
鑑定評価額 
（価格時点） 

1,090,000,000 円 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

所在地（住居表示） 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 230 

交通 箱根登山鉄道「箱根湯本駅」より約 3.5km 

土地 
          

地番 
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋

字葛原 230 番地 5 他 

建物
          

竣工年月 昭和 62 年 7 月 

建ぺい率 60％ 構造／階数 
鉄筋コンクリート・鉄骨造銅板葺

地下 1 階付 4 階建 
鉄筋コンクリート造銅板葺 4 階建

容積率 200％ 延床面積 4,649.67 ㎡ 

用途地域 非線引き区域、第一種住居地域 設計者 株式会社坂倉建築研究所 

敷地面積 9,342.04 ㎡(注 2) 施工者 株式会社熊谷組 

所有形態 所有権 所有形態 所有権 

賃貸可能面積 4,649.67 ㎡ 稼働率 100％ 

主要テナント 
株式会社星野リゾート・マネジメ

ント 
テナント数 1 

客室数 31 転貸テナント数 0 

特記事項： 
・本土地の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、平成 25 年 10 月 31 日現

在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 
・本土地の一部は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号。その

後の改正を含みます。）に基づく土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に

危害が生ずるおそれがあると認められる区域）に位置しています。 
・本物件と隣地の建物（共同住宅）は一体的に開発された建物であったことから、本物件の隣地の所有者が本物件の敷

地の一部（車路部分）を通行すること容認するともに、かかる所有者が本物件の浄化槽を無償で使用することを容認

しています。 
・本物件には、水質汚濁防止法に規定される特定施設に該当するちゅう房施設及び入浴施設が設置されています。 

(注 1) 本投資法人は、平成 25 年 11 月 29 日付で株式会社星野リゾート・マネジメントより本物件の隣地を 120,000 円で取得していますが

当該隣地の代金を含まない金額を記載しています。 
(注 2) 平成 25 年 11 月 29 日付で本投資法人が株式会社星野リゾート・マネジメントより本物件の隣地（381 ㎡）を取得していますが、土

地面積には含めていません。 
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賃貸借の概要 

賃借人 株式会社星野リゾート・マネジメント 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 平成 25 年 7 月 16 日から 20 年間 

賃貸面積 4,649.67 ㎡ 

賃料 

年間固定賃料：95 百万円 
変動賃料：変動賃料は平成 26 年 5 月より以下の基準で発生します。 
毎月の変動賃料の算定方法は、毎年 5 月から 10 月までは、前年 4 月から当年 3 月までの 12 か月分

の売上を基準売上とし、毎年 11 月から翌年 4 月までは前年 10 月から当年 9 月までの 12 か月分の

売上を基準売上とし、基準売上に変動率（16％）を乗じた金額から年間固定賃料額を減じた金額の

12 分の 1 とします。 

敷金、保証金 敷金：固定賃料 6 か月分 

期間満了時の更新

について 
期間満了により終了し、更新されないものとします。 

賃料改定について 

本賃貸借開始日から満 10 年間は改定できないものとします。その後 5 年ごとに賃料の改定につい

て協議するものとし、経済情勢の変動、土地若しくは建物に対する公租若しくは公課その他の負担

の増加その他やむを得ない事情が発生した場合において、双方合意したときは、賃料の改定をする

ことができます。 

中途解約について 
賃借人は、本賃貸借期間中、原則として本賃貸借契約を解約することはできません。ただし、賃借

人は、本賃貸借開始日から起算して 10 年経過後は、解約日の 12 か月前までに、賃貸人に書面によ

り中途解約の意思表示を行うことにより解約することができます。 

違約金 

賃借人は、本賃貸借契約が解除された場合又は賃借人の意向を受け賃貸人が同意することにより本

賃貸借契約が解約された場合、解除又は解約の日から解約禁止期間（賃貸借期間開始後 10 年）の

末日までの賃料相当額と 12 か月分の賃料相当額とのいずれか高い方の額（かかる賃料の計算にあ

たっては、本賃貸借契約の終了の日の属する月の前月を 1 か月目として過去 12 か月間の賃料の平

均月額を用います。ただし、賃貸借期間が 12 か月に満たない場合はその賃貸借期間の平均月額と

します。）を、賃貸人である本投資法人に、違約金として支払います。 

契約更改の方法 
更新がなく、本賃貸借期間満了により終了しますが、当事者間の協議により再契約を行うことがで

きます。 
（注） 運営実績については、前記「（リ）個別不動産の運営実績」をご参照下さい。 
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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 
（百万円） 

(注 1) 

純資産総額 
（百万円） 

(注 1) 

1 口当たり純資産額 
（円） 
(注 2) 

平成 25 年 3 月 6 日 
（設立時） 

150 150 500,000 

平成 25 年 10 月 31 日 
（第 1 期末日） 

17,678 
（17,629） 

9,966 
（9,917） 

492,193 
（489,754） 

(注 1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。 
(注 2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び 1 口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末に

おける推移は記載していません。 
(注 3) 括弧内は、分配落ち後の金額です。 

 
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買

高の推移は以下のとおりです。 

計算期間別 高・ 
低投資口価格 

（終値）及び売買高 

回次 
決算年月日 

第 1 期 
平成 25 年 10 月 31 日

高（円） 640,000

低（円） 561,000

売買高（口） 39,371

 

月別 高・ 低 
投資口価格（終値） 
及び売買高 

月別 平成 25 年 7 月 平成 25 年 8 月 平成 25 年 9 月 平成 25 年 10 月

高（円） 640,000 608,000 608,000 600,000

低（円） 561,000 566,000 580,000 572,000

売買高

（口） 
24,738 7,177 4,485 2,971

 

月別 高・ 低 
投資口価格（終値） 
及び売買高 

月別 平成 25 年 11 月 平成 25 年 12 月 平成 26 年 1 月 平成 26 年 2 月

高（円） 576,000 663,000 725,000 742,000

低（円） 567,000 572,000 655,000 705,000

売買高

（口） 
1,564 4,791 4,852 2,190

 
②【分配の推移】 

計算期間 
分配総額 
（千円） 

1 口当たり分配金 
（円） 

1 口当たりの 
利益超過分配金 

（円） 
第 1 期 

自 平成 25 年 3 月 6 日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

49,389 2,439 － 
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③【自己資本利益率（収益率）の推移】 

計算期間 
自己資本比率 

(注 1) 
年換算 
(注 2) 

第 1 期 
自 平成 25 年 3 月 6 日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

0.5％ 1.7％ 

(注 1) 自己資本利益率＝当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷2｝×100 
 なお、期首純資産額には第 1 期の実質的な運用開始日である平成 25 年 7 月 16 日現在の純資産額を用いています。 
(注 2) 1 年を 365 日とし、第 1 期については実質的な運用日数 108 日（平成 25 年 7 月 16 日から平成 25 年 10 月 31 日まで）に

基づいて年換算値を算出しています。 
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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、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。申込みは、申込期間内に申込取扱場所へ申込証拠金を添えて行うものとします。 
一般募集及び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口の受渡期日は、

払込期日の翌営業日です。発行価格、売出価格その他の申込みの条件については、前記「第

一部 証券情報」をご参照下さい。 
 

(2) 買戻し手続等 

本投資口は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いま

せん（規約第 5 条）。 
本投資口は、東京証券取引所に上場されており、同金融商品取引所を通じて売買すること

が可能です。また、金融商品取引所外で本投資口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) 本投資法人が発行する投資口の 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）÷発行済投資口総数 

 
(ロ) 本投資法人の資産評価の方法及び基準 

本投資法人の資産評価の方法は、投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令

第 47 号、その後の改正を含みます。）（以下「投資法人の計算に関する規則」といい

ます。）、一般社団法人投資信託協会（以下「投資信託協会」といいます。）が定め

る不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則その他の諸規則及び一般に公正妥

当と認められる企業会計の慣行に従い、運用資産の種類ごとに定めるものとします。

なお、外貨建取引等については、外貨建取引等会計処理基準に従い、会計処理及び評

価を行うものとします。 
 

(ハ)  本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期とします。ただし、規約第 30 条第 1 項

第 3 号及び第 2 項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産につ

いては、毎月末日とします。 
 

(ニ)  貸借対照表を含む計算書類等は決算期ごとに作成され（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会計監査報告とともに投資主に提供されます（投信法第 131 条）。 
 

② 保管 

本投資法人の発行する投資口は振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、

本振替投資口を取り扱う振替機関が振替業の指定を取り消された場合若しくは当該振替機

関の当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を継承する者が存しない

とき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、投資主は、

本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます。（振替法第 227 条第 2
項）。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼す

るかあるいは、投資主自身が直接保管することができます。 
 

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 5 月 1 日から 10 月末日まで及び 11 月 1 日から翌年 4 月

末日までとします。ただし、第 1 期営業期間は、本投資法人設立の日である平成 25 年 3 月

6 日から平成 25 年 10 月末日までとします（規約第 36 条）。 
 

⑤ その他 

(イ) 増減資に関する制限 
a. 低純資産額 

本投資法人が常時保持する 低純資産額は、5,000 万円とします（規約第 8 条）。 
b. 投資口の追加発行 

本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000 口とします。本投資法人は、発行

可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口

を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口（当該募集に応

じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。）1
口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として

執行役員が定め、役員会が承認する金額とします（規約第 6 条第 1 項及び第 3 項）。 
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c. 国内における募集 
本投資法人の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 6 条第 2 項）。 
 

(ロ) 解散条件 
本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第 143 条）。 

a. 投資主総会の決議 
b. 合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。） 
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、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投

資主総会において、出席した当該投資主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ

て可決される必要があります（投信法第 93 条の 2 第 2 項、第 140 条）。 
規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってそ

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、金融商品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、金融商品取引法

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。 
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(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、以下のとおりです。 

a. 本資産運用会社：株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 
資産運用委託契約 

期間 契約期間の定めはありません。 
更新 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 
解約 i 本投資法人は、本資産運用会社が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、本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本契約を解約することができま

す。 
ii 本投資法人は、本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、本契約を解約すること

ができます。 
iii 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6 か月前の書面による通知を

もって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人

は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契

約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内

閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総

会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投

資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定め

られた解約日において終了するものとします。 
iv 上記 i から iii までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社

が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直

ちに本契約を解約することができます。 
(i) 本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、本資産運用会社が、

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。） 
(ii) 本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 
(iii) 上記(i)又は(ii)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、本資産運用会社が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する

場合、本契約を解約します。 
(i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者（金融商品取引法に定める

投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法（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。）第 3 条第 1 項の免許及び第 50 条の 2 第 1 項の認可を

受けている者に限ります。）でなくなった場合 
(ii) 投信法第 200 条各号のいずれかに該当する場合 
(iii) 解散した場合 

変更等 本契約は、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るものとします。 
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b. 資産保管会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
資産保管業務委託契約 
期間 投信法第 187 条の規定に基づき本投資法人が登録を受けた日から平成 28 年 4

月末日までとします。 
更新 有効期間の満了予定日の 3 か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のい

ずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更

に 2 年間延長されるものとし、以後も同様とします。 
解約 i 本投資法人及び資産保管会社は、下記 iv から vi までに定める場合を除

き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはで

きません。 
ii 上記 i にかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し本

契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したとき

は、本契約は終了します。 
iii 上記 ii に基づき本契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会による

承認手続を要する旨を資産保管会社に対し、書面により通知した場合に

は、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。なお、

この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。

iv 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が本契約に定める義務又は

債務を履行しない場合、当該相手方に対し、相当の期間を定めてその履

行を催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解除すること

ができます。 
v 本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社

が、資産保管会社においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(i)又
は(ii)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず、直ち

に本契約を解除することができます。 
(i) 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続

開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始

（将来、制定されるものを含みます。）の申立てがあったとき。 
(ii) 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、滞納処分を受けたとき。 
vi 本投資法人及び資産保管会社は、相手方（その役員を含みます。）が、

暴力団員等(注 1)若しくは一定の事項(注 2)に該当し、若しくは一定の行為

(注 3)をした場合、又は一定の事項に関する表明に関して虚偽の申告をし

たことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって

本契約を直ちに解除することができます。 
(注 1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴

力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに

準ずる者をいいます。以下本(ニ)において同じです。 
(注 2) (i)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること、(ii)暴力団員等が経営に

実質的に関与していると認められる関係を有すること、(iii)自己、自社若しくは第三者の不正

の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利

用していると認められる関係を有すること、(iv)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便

宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること及び(v)役員又は経営に実

質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有することをいいま

す。以下本(ニ)において同じです。 
(注 3) (i)暴力的な要求行為、(ii)法的な責任を超えた不当な要求行為、(iii)本契約に基づく業務に関

して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、(iv)風説を流布し、偽計を用い又は威力を

用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為及び(v)その他(i)乃至(iv)に準

ずる行為をいいます。以下本(ニ)において同じです。

変更等 i 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性

及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。

ii 本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書

面により通知した場合には、上記 i の本契約変更の効力発生時は、当該

承認手続完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当

該承認手続を行うものとします。 
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c. 機関運営事務等受託者：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
一般事務委託契約 
期間 本契約は、本契約の締結と同時にその効力が生じるものとし、有効期間は、

本契約締結日から平成 28 年 4 月末日までとします。 
更新 有効期間の満了予定日の 3 か月前までに、本投資法人又は機関運営事務等受

託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかっ

たときは、更に 2 年間延長されるものとし、以後も同様とします。 
解約 i 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、下記 iv から vi までに定める

場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除する

ことはできません。 
ii 上記 i にかかわらず、本投資法人又は機関運営事務等受託者が、相手方

に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾

したときは、本契約は終了します。 
iii 上記 ii に基づいて本契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会によ

る承認手続を要する旨を機関運営事務等受託者に対し、書面により通知

した場合には、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時としま

す。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うもの

とします。 
iv 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方が本契約に定める義務

又は債務を履行しないときは、相手方に相当の期間を定めてその履行を

催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解除することがで

きます。 
v 本投資法人又は機関運営事務等受託者は、本投資法人においては機関運

営事務等受託者が、機関運営事務等受託者においては本投資法人又は本

資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当したときは、催告その

他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。 
(i) 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開

始、民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始（将来、制

定されるものを含みます。）の申立てがあったとき。 
(ii) 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、滞納処分を受けたとき。 
vi 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方（その役員を含みま

す。）が、暴力団員等若しくは一定の事項に該当し、若しくは一定の行

為をした場合、又は一定の事項に関する表明に関して虚偽の申告をした

ことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって本

契約を直ちに解除することができます。 
変更等 i 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、互いに協議の上、関係法令と

の整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することがで

きます。 
ii 上記 i の協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨

を機関運営事務等受託者に対し書面により通知した場合には、上記 i に

定める変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。なお、こ

の場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 
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d. 投資主名簿等管理人：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
投資口事務代行委託契約 
期間 本契約の効力発生日から 2 年間とします。 
更新 有効期間満了の 6 か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれ

か一方から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 2 年間延長するものとし、その後も同様とします。 
解約 本契約は、以下の i から iv の定めるところにより、その効力を失います。 

i 当事者間の文書による解約の合意。この場合、本契約は、当事者の合意

によって指定したときから失効します。 
ii 以下の(i)から(iii)までに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書によ

る解約の通知。この場合、本契約は(i)及び(ii)の場合においては解約の通

知において指定する日、(iii)の場合においては解約の通知において指定

する日（ただし、通知到達の日から 3 か月以上経過した日とする）又は

上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。な

お、(ii)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投

資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することに

より、通常到達すべきときに到達したものとします。 
(i) 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、

破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て（その後の法律改正に

より新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みま

す。）並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合 
(ii) 本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資

法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場

合 
(iii) 本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止 

iii 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に重大な違

反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約

は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。 
iv 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、

暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標

ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者に該当し、

若しくは一定の行為をし（その役員が該当する場合及び一定の行為をし

たことを含みます。）、又はこれらに関する表明・確約に関して虚偽の

申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場

合には、当該通知において指定された日に本契約は失効するものとしま

す。 
変更等 本契約の内容が法令の変更又は当事者の一方若しくは双方の事情の変更によ

りその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、当

事者協議の上これを改定することができます。 
 

e. 関係法人との契約の変更に関する開示の方法 
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従

って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運

用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合

には、金融商品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。 
 

(ホ) 会計監査人：太陽 ASG 有限責任監査法人 
本投資法人は、太陽 ASG 有限責任監査法人を会計監査人とします。 
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選

任します（投信法第 96 条第 1 項、規約第 25 条）。会計監査人の任期は、就任後 1 年

経過後に 初に迎える決算期後に開催される 初の投資主総会の終結の時までとしま
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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されなかったときは、当

該投資主総会において再任されたものとみなします（投信法第 103 条、規約第 26 条）。 
 

(ヘ) 公告の方法 
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（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 
本資産運用会社は、法令の定めるところにより、その親法人等又は子法人等が関与

する行為につき禁止行為が定められています（金融商品取引法第 44 条の 3 第 1 項、投

信法第 223 条の 3 第 3 項、投信法施行令第 130 条第 2 項）。 
 

(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、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。）で定めるものを除きま

す。本(ロ)において、以下同じです。）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 203 条第 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 203
条第 4 項、第 5 条第 2 項）。 

 
(ハ) 資産の運用の制限 

登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産運用会社、③その執行

役員又は監督役員の親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、

④当該資産運用会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を

行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行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において次に掲げる行為（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を除きます。）を行ってはな

りません（投信法第 195 条、第 193 条、投信法施行令第 116 条乃至第 118 条）。 
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等以外の特定資産に係る取引

（ただし、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

こと等は認められています。） 
 

(ニ) 特定資産の価格等の調査 
資産運用会社は、特定資産（土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資

産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本(ニ)において「不動産等資

産」といいます。）の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の

鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならな
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いものとされています（ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせ

ている場合は、この限りでありません。）。 
また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産（指定資産を除きます。）の

取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社（その利害関

係人等を含みます。）及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当

該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています（ただし、

当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。）。 
 

② 利害関係人等取引規程 

本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は利害関係人等（後

記(ロ)において定義します。）との取引に係る規程（以下「利害関係人等取引規程」といい

ます。）を大要以下のとおり定めています。 
(イ) 基本原則 

利害関係人等との間で、物件の取得、譲渡、賃貸、プロパティ・マネジメント業務

等の委託、売買若しくは賃貸の媒介委託又は工事等発注（以下、本②において総称し

て「利害関係人等との取引」といいます。）を行う場合、金融商品取引法、投信法、

投信法施行令及び利害関係人等取引規程に定めを遵守するものとし、また、業務分掌

規程に従い、コンプライアンス・オフィサーは、法令、政令、規則、規約及び本資産

運用会社社内規程等に照らしたコンプライアンス上の問題の有無につき事前に審査し

なければならないものとします。 
 

(ロ) 利害関係人等の範囲 
「利害関係人等」とは、以下の a.から d.までのいずれかに該当する者をいいます。 

a. 金融商品取引法に定める本資産運用会社の親法人等及び子法人等 
b. 投信法及び投信法施行令に定める利害関係人等 
c. 本資産運用会社の総株主の議決権の 10％以上を保有する株主 
d. 上記 a.、b.又は c.に該当する者が重要な影響を及ぼし得る特別目的会社（以下本②に

おいて「SPC」といいます。） 
 

(ハ) 利害関係人等との取引基準 
a. 物件の取得 

i. 利害関係人等から不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借

権及び地上権を信託する信託受益権を取得する場合は、利害関係人等でない不動

産鑑定士（法人を含みます。）が鑑定した鑑定評価額を超えて取得してはならな

いものとします。ただし、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、取

得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等

の期間按分精算額等を含みません。 
ii. 利害関係人等が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に SPC の組成を行うなどし

て負担した費用が存する場合、前項に拘らず、当該費用を鑑定評価額に加えて取

得することができるものとします。 
iii. 利害関係人等からその他の特定資産を取得する場合は、時価が把握できるものは

時価とし、それ以外は上記 i.及び ii.に準ずるものとします。 
iv. 利害関係人等から上記 i.、ii.及び iii.に基づく特定資産の取得を決定した場合は、

適時開示規程に従い、速やかに開示するものとします。 
b. 物件の譲渡 

i. 利害関係人等へ不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借権

及び地上権を信託する不動産信託受益権を譲渡する場合は、利害関係人等でない

不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額未満で譲渡してはならないものとします。た

だし、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、売却費用、信託設定に

要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等

を含みません。 
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ii. 利害関係人等へその他の特定資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時

価とし、それ以外は上記 i.に準ずるものとします。 
iii. 利害関係人等に対する上記 i.及び ii.に基づく特定資産の譲渡を決定した場合は、適

時開示規程に従い、速やかに開示するものとします。 
c. 物件の賃貸 

i. 利害関係人等へ物件を賃貸する場合（不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不

動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託受益権を取得することに際して

新たに賃貸する場合のほか、賃貸借契約を承継する場合を含みます。）は、市場

価格、周辺相場等を調査し、適正と判断される条件で賃貸しなければならないも

のとし、利害関係人等でないホテル、旅館及び付帯施設のマーケット分析に専門

性を有する調査会社が実施したマーケット調査の結果得られた適正賃料額（適正

賃料額が幅を持って示されている場合は、 高額と 低額の平均値）未満で賃貸

してはならないものとします。 
ii. 利害関係人等に対する前項に基づく賃貸を決定した場合は、適時開示規程に従

い、 速やかに開示するものとします。 
d. プロパティ・マネジメント業務等の委託 

i. 利害関係人等へプロパティ・マネジメント業務等を委託する場合は、実績、会社

信用度等を調査するとともに、委託料については、市場水準、提供役務の内容、

業務総量等を勘案し決定するものとします。 
ii. 取得する物件について、利害関係人等が既にプロパティ・マネジメント業務等を

行っている場合は、取得後のプロパティ・マネジメント業務等について当該利害

関係人等に継続して委託することができますが、この場合においても、委託料の

決定については上記 i.に準じて検討の上、交渉するものとします。 
iii. 利害関係人等に対する上記 i.及び ii.に基づくプロパティ・マネジメント業務等の委

託を決定した場合は、適時開示規程に従い、速やかに開示するものとします。 
e. 売買又は賃貸の媒介委託 

i. 利害関係人等へ特定資産の売買の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規

定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定する

ものとします。 
ii. 利害関係人等へ賃貸の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規定する報酬

の範囲内とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。 
iii. 利害関係人等に対する上記 i.及び ii.に基づく媒介の委託を決定した場合は、適時開

示規程に従い、速やかに開示するものとします。 
f. 工事等発注 

i. 利害関係人等へ工事等を発注した場合は、第三者の見積り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工事の発注を行うものとします。 
ii. 利害関係人等に対して上記 i.に基づく工事の発注を行う場合、工事別に期ごとに資

産運用報告において開示するものとします。 
 

③ 利害関係者との取引状況等 

(イ) 資産の取得 
取得予定資産の取得に関し、利害関係者との取引の概要は、以下のとおりです。 

取得先 物件名称 
取得予定価格 
（百万円）(注) 

株式会社嵐山温泉嵐峡舘 星のや 京都 2,785 

株式会社星野リゾート・マネジメント 界 川治 1,000 

(注) 「取得予定価格」は、本件売買契約に記載された各物件の売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の

諸費用を含みません。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。 
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また、運用資産の取得に関し、利害関係者と行った取引の概要は、以下のとおりで

す。 

取得先 物件名称 取得価格（百万円）(注) 

株式会社星野リゾート 星のや 軽井沢 7,600 

株式会社星野リゾート・八ヶ岳 リゾナーレ 八ヶ岳 4,500 

合同会社浅間温泉開発 界 松本 600 

株式会社星野リゾート・マネジメント 
界 出雲 680 

界 伊東 670 

有限会社那須アーバンプロパティーズ 界 箱根 950 

(注) 「取得価格」は、売買契約に記載された各物件の売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を

含みません。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。ただし、「星のや 軽井沢」については、売買代金

に売主兼借地権設定者に対し支払った借地権設定に係る権利金 500 百万円を加算した金額を、百万円未満を切り捨

てて記載しています。 

 
(ロ) 利害関係者への賃貸借状況 

取得予定資産の賃貸借に関し、取得予定資産の取得日現在における利害関係者への

賃貸借の概要は、以下のとおりです。 

賃借人の名称 物件名称 
年間固定賃料 
（百万円） 

(注) 

株式会社嵐山温泉嵐峡舘 星のや 京都 197

株式会社星野リゾート・マネジメント 
界 阿蘇 46

界 川治 110

(注) 上記各賃借人との賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「年間固定賃料」

欄には、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。変動賃料は、

賃借人のホテル、旅館及び付帯施設の売上げに賃貸借契約で定める一定の料率を乗じて算出されます。ただし、

「星のや 京都」及び「界 阿蘇」については平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 4 月 30 日まで、「界 川治」につい

ては平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 10 月 31 日までに限定した割増しの固定賃料（月額）を 12 倍して年換算し

た金額を記載しています。ホテル、旅館及び付帯施設の売上げが一定金額に満たない場合には、変動賃料は生じま

せん。また、上記各賃借人との賃貸借契約において、変動賃料の起算日は「星のや 京都」及び「界 阿蘇」につい

て平成 27 年 5 月 1 日（第 5 期）、「界 川治」について平成 27 年 11 月 1 日（第 6 期）とされているため、当該日

以前は、ホテル、旅館及び付帯施設の売上げの金額にかかわらず、変動賃料は生じません。 

 
また、運用資産の利害関係者への賃貸借に関し、第 1 期における取引の概要は、以

下のとおりです。 

賃借人の名称 物件名称 
年間固定賃料
（百万円） 
（注） 

株式会社星野リゾート 星のや 軽井沢 600

株式会社星野リゾート・八ヶ岳 リゾナーレ 八ヶ岳 525

株式会社星野リゾート・マネジメント 

界 松本 75

界 出雲 75

界 伊東 80

界 箱根 95

(注) 上記各賃借人との賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「年間固定賃料」

欄には、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。変動賃料は、

賃借人のホテル、旅館及び付帯施設の売上げに賃貸借契約で定める一定の料率を乗じて算出されます。ただし、ホ

テル、旅館及び付帯施設の売上げが一定金額に満たない場合には、変動賃料は生じません。また、上記各賃借人と

の賃貸借契約において、変動賃料の起算日は平成 26 年 5 月 1 日（第 3 期）とされているため、当該日以前は、ホ

テル、旅館及び付帯施設の売上げの金額にかかわらず、変動賃料は生じません。 
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(ハ) 利害関係者からの賃貸借状況 
運用資産の利害関係者からの賃貸借に関し、第 1 期における取引の概要は、以下の

とおりです。 

賃貸人の名称 物件名称 
月額賃料 
（円） 

株式会社星野リゾート 星のや 軽井沢(注 1) 1,067,118(注 2)

(注 1) 本投資法人は、上記物件の建物を取得するにあたり、上記物件の底地を上記賃貸人より賃借しています。 
(注 2) 賃貸借期間の開始日から平成 26 年 4 月 30 日までの期間に適用される賃料額を記載しています。 

 
(ニ) 支払手数料の金額 

該当事項はありません。 
 

(ホ) スポンサーサポート契約の概要 
本投資法人及び本資産運用会社が星野リゾートとの間で、平成 25 年 5 月 27 日付で

締結したスポンサーサポート契約の概要は以下の通りです。 
i 優先的物件情報の提供

及び優先的売買交渉権

の付与 

星野リゾートは、星野リゾートグループが保有しているホテ

ル、旅館及び付帯施設のうち、本投資法人及び本資産運用会社

の定める投資方針に合致するホテル、旅館及び付帯施設（以

下、本 i において「適格不動産」といいます。）を売却しようと

する場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者

に先立ち当該適格不動産に関する情報を優先的に提供し、優先

的に売買交渉をする権利（以下、本 i において、「優先的売買交

渉権」といいます。）を付与します。 
 

 ＜優先的売買交渉権の概要＞ 
・スポンサーサポート契約の定めに従い本投資法人及び本資産

運用会社に対し優先的売買交渉権が付与された場合、前記の

とおり情報の提供を受けた日（同日を含みます。）から 10 銀

行営業日（以下、本 i において「優先検討期間」といいま

す。）以内に、本投資法人及び本資産運用会社は、当該適格

不動産の取得の意向の有無を優先的売買交渉権を付与した者

（以下、本 i において「優先交渉権付与者」といいます。）に

回答します。なお、優先交渉権付与者と本投資法人又は本資

産運用会社とが別途合意した場合、優先検討期間は、当該合

意した期間延長されます。 
・優先交渉権付与者は、優先検討期間内に本投資法人又は本資

産運用会社から当該適格不動産の取得の意向がある旨を回答

された場合、本投資法人又は本資産運用会社と当該適格不動

産の売却の条件について誠実に協議し、合意に達した場合、

優先交渉権付与者は、本投資法人に対し、当該適格不動産を

売却します。 
・本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対

し、(i)優先検討期間内に取得の意向がある旨を回答しなかっ

た場合、(ii)取得の意向がない旨を回答した場合又は(iii)取得の

意向がある旨を回答したものの当該回答を優先交渉権付与者

が受領した日（同日を含みます。）から 10 銀行営業日又は優

先交渉権付与者と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別

途合意して定める期間内に売却の条件について合意に達しな

かった場合、優先的売買交渉権は消滅します。 
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 ＜適用除外＞ 
以下の事由がある場合には、優先的売買交渉権の付与は行われ

ません。 
・星野リゾートグループが行政機関の要請に基づいて不動産等

を売却する場合 
・星野リゾートグループがスポンサーサポート契約締結前に締

結済みの第三者との契約に基づき、当該第三者に対して優先

交渉権を付与することを要する場合 
 
また、星野リゾートは、自らの取引先その他の関係先である個

人又は法人（ホテル、旅館及び付帯施設のデベロッパー及び運

営業者を含みます。）が所有、開発又は運営する適格不動産に

ついて、当該適格不動産の所有者が売却を検討していることを

知った場合には、当該適格不動産の所有者の意向等で情報を提

供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用

会社に対し、遅くとも第三者に情報を提供すると同時に当該適

格不動産に関する情報を提供します。ただし、星野リゾートが

本契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、当該第三

者に対して優先的に情報提供することを要する場合（優先交渉

権を付与することを要する場合を含みます。）はこの限りでは

ありません。 
ii 資産取得業務等の支援 星野リゾートは、本投資法人が星野リゾート以外のもの（星野

リゾート以外の星野リゾートグループを含みます。）から適格

不動産を取得しようとする場合において本資産運用会社から要

請されたときは、星野リゾートグループが保有する人的及び物

的資源、観光産業やリゾート分野における知識、経験及び再生

ノウハウ並びに国内外のネットワークその他の資源を利用し

て、本投資法人の資産取得業務等を効率的に行うことを目的と

して、本投資法人及び本資産運用会社のために、当該適格不動

産に関する情報収集及び提供、当該適格不動産における運営計

画及び広報戦略等の立案及び検討、当該適格不動産の改善計画

の立案及び検討その他の支援業務を行い、本資産運用会社によ

る当該適格不動産の取得業務等を支援します。 
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iii ウェアハウジング機能

の提供 
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人に

よる適格不動産の取得を目的として、第三者が保有又は運用し

ている適格不動産の取得及び一時的な保有（以下「ウェアハウ

ジング」といいます。）を星野リゾートに依頼することができ

ます。 
 
＜星野リゾートが提供するウェアハウジング機能の概要＞ 
・本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人

による適格不動産の取得を目的として、取得予定時期及び取

得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三

者が保有又は運用している適格不動産の取得及び一時的な保

有を星野リゾートに依頼することができます。この場合、星

野リゾートは、かかる依頼を誠実に検討し、当該依頼を受け

た日（同日を含みます。）から 10 銀行営業日以内に、受諾の

可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。 
・星野リゾートが上記に定めるところに従いウェアハウジング

の依頼を受諾した場合、星野リゾート、本投資法人及び本資

産運用会社は、協議し、合意の上、ウェアハウジングによる

取得、保有及び本投資法人への売却等に関する詳細を定め、

星野リゾートは、当該定めに従いウェアハウジングを実施

し、当該適格不動産を自ら又は星野リゾートグループの他の

法人をして取得し、保有します。星野リゾートは、ウェアハ

ウジングとして適格不動産を保有している間、星野リゾート

グループが有する各種資源を 大限活用し、当該適格不動産

の魅力をより高めるよう 大限努力します。 
・星野リゾートは、当該適格不動産を取得した場合、本投資法

人及び本資産運用会社が提示した取得予定時期を経過するま

での間、本投資法人以外の第三者に当該適格不動産の売却そ

の他の処分の申入れをしてはならず、また、かかる期間内に

本投資法人及び本資産運用会社が取得を申し出た場合、星野

リゾート、本投資法人及び本資産運用会社との間で取得予定

不動産等の売却に関する詳細を合意の上、当該適格不動産を

本投資法人に売却します。 
 ・本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人及び本資産運

用会社が提示した取得予定時期に当該取得予定不動産等を取

得することが困難となった場合には、星野リゾートに対して

その旨及び希望する延長後の取得予定時期を通知し、取得予

定時期を延長することができます。ただし、かかる通知によ

る取得予定時期の延長は、通算で 1 年間を超えることはでき

ません。 
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iv 投資主優待制度の提供 星野リゾート、本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人

が投資しているホテル、旅館及び付帯施設について、その特徴

を投資主に体験させ、理解を深める機会の一助とすべく、投資

主優待制度（以下、本 iv において「本優待制度」といいま

す。）を設け、これを実施する意向であることを確認していま

す。 
 
＜本優待制度の概要＞ 
・星野リゾートは、本投資法人及び本資産運用会社が本優待制

度として、星野リゾートが管理運営するホテル、旅館及び付

帯施設について投資主に広く利用させる目的で、宿泊に際し

宿泊代金より一定額の割引を受けられる優待券の贈呈その他

の方法による優待を行う場合、本投資法人及び本資産運用会

社と誠実に協議の上、当該優待券を発行する等、本投資法人

又は本資産運用会社の指示に従い、これに協力します。 
・本優待制度に伴い生じる費用等の負担については、別途合意

の上定めるものとします。 
v その他の支援 星野リゾートは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼され

た場合、本資産運用会社に対し、適用法令に反しない範囲で、

(i)不動産等取得及び運用に関する助言・補助、(ii)人材の派遣を

含め必要とされる人材確保への協力、並びに(iii)本資産運用会社

の役職員に対する研修の提供その他の必要な支援を行います。 
vi 報酬 本投資法人及び本資産運用会社は、i 乃至 v に定める業務につい

て星野リゾートに報酬を支払いません。 
vii 投資口の取得及び保有 星野リゾートは、本投資法人及び本資産運用会社に対し、星野

リゾートが本投資法人の投資口を取得した場合、特段の事情が

ない限り、本投資法人の投資口の保有を継続する意向であるこ

とを確認しています。 
 

(ヘ) バックアップオペレーター契約 
本投資法人及び本資産運用会社は、株式会社星野リゾートとの間で、平成 26 年 4 月

4 日付で、ロードサイド型ホテル 21 物件に関するバックアップオペレーター契約を締

結しています。 
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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、以下のとおりです。 
a. 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任と解任 
b. 資産運用会社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、以下のとおりです。 

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を除き、出席した投資

主の議決権の過半数をもって行います。 
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（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。 
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. 決算期から 3 か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本

投資法人は、直前の決算期の 終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもっ

て、その招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主としま

す。 
 また、上記の定めにかかわらず、本投資法人は、必要があるときは､役員会の決議を

経て法令に従い予め公告し､一定の日における 終の投資主名簿に記載又は記録され

た投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき者とすることがで

きます｡ 
 

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

会決議取消訴権、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帳簿等閲覧請求権等を有しています。 
 

⑤ 少数投資主権の行使手続 

振替投資口に係る少数投資主権の行使を行うには、個別投資主通知その他振替法の定め

る手続に従う必要があります。 
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第 2【財務ハイライト情報】 

1. 財務諸表の作成方法について 

本投資法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期計算期間（平成

25 年 3 月 6 日から平成 25 年 10 月 31 日まで）の財務諸表について、太陽 ASG 有限責任監査法

人の監査を受けています。なお、第 1 期計算期間の監査報告書は、「第三部 投資法人の詳細情

報 第 5 投資法人の経理状況」に記載されている財務諸表に添付されています。 
以下は、「第三部 投資法人の詳細情報 第 5 投資法人の経理状況 1 財務諸表」に記載された

財務諸表からの抜粋です。 
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 (1)【貸借対照表】 

（単位：千円） 

 
当期 

（平成 25 年 10 月 31 日） 
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,667,513 
前払費用 30,224 
未収消費税等 665,555 
繰延税金資産 21 
その他 525 
流動資産合計 2,363,839 

固定資産  
有形固定資産  

建物 14,258,255 
減価償却累計額 △112,766 
建物（純額） 14,145,488 

構築物 7,315 
減価償却累計額 △429 
構築物（純額） 6,885 

機械及び装置 83,801 
減価償却累計額 △2,409 
機械及び装置（純額） 81,391 

土地 938,080 
有形固定資産合計 15,171,846 

無形固定資産  
借地権 64,549 
ソフトウエア 2,711 
無形固定資産合計 67,260 

投資その他の資産  
長期前払費用 65,520 
差入保証金 10,000 
投資その他の資産合計 75,520 

固定資産合計 15,314,626 
資産合計 17,678,466 
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（単位：千円） 

 
当期 

（平成 25 年 10 月 31 日） 
負債の部  
流動負債  

営業未払金 5,274 
短期借入金 717,780 
1 年内返済予定の長期借入金 155,002 
未払金 181,361 
未払法人税等 1,125 
前受金 126,874 
流動負債合計 1,187,419 

固定負債  
長期借入金 5,799,131 
預り敷金及び保証金 725,000 
固定負債合計 6,524,131 

負債合計 7,711,550 
純資産の部  
投資主資本  

出資総額 9,917,520 
剰余金  
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 49,396 
剰余金合計 49,396 

投資主資本合計 9,966,916 
純資産合計 9,966,916 

負債純資産合計 17,678,466 
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(2)【損益計算書】 

（単位：千円） 

 
当期 

自 平成 25 年 3 月 6 日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

営業収益  
賃貸事業収入 424,870 
営業収益合計 424,870 

営業費用  
賃貸事業費用 138,835 
資産運用報酬 48,854 
資産保管手数料 512 
一般事務委託手数料 2,646 
役員報酬 3,200 
その他営業費用 6,552 
営業費用合計 200,600 

営業利益 224,269 
営業外収益  
受取利息 56 
受取保険金 160 
営業外収益合計 216 

営業外費用  
支払利息 36,025 
創立費 15,000 
融資関連費用 41,899 
投資口交付費 10,660 
投資口公開関連費用 70,386 
営業外費用合計 173,972 

経常利益 50,512 
税引前当期純利益 50,512 
法人税、住民税及び事業税 1,137 
法人税等調整額 △21 
法人税等合計 1,116 
当期純利益 49,396 
前期繰越利益又は前期繰越損失（△） － 
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 49,396 
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 (3)【金銭の分配に係る計算書】 

 （単位：円）

 
 当期 
 自 平成 25 年 3 月 6 日 
 至 平成 25 年 10 月 31 日 

Ⅰ 当期未処分利益 49,396,538 
Ⅱ 分配金の額 49,389,750 

（投資口 1 口当たり分配金の額） (2,439) 
Ⅲ 次期繰越利益 6,788 
  

分配金の額の算出方法 

本投資法人の規約第 37 条第 1 項に定める「租税特別措置

法第 67 条の 15 に規定される本投資法人の配当可能利益の

額の 100 分の 90 に相当する金額を超えて分配する」旨の

方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である 49,389,750
円を利益分配金として分配することとしました。なお、規

約第 37 条第 2 項に定める利益を超えた金銭の分配は行い

ません。 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

 
当期 

自 平成 25 年 3 月 6 日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益 50,512 
減価償却費 115,800 
受取利息 △56 
支払利息 36,025 
融資関連費用 41,899 
投資口交付費 10,660 
投資口公開関連費用 70,386 
前払費用の増減額（△は増加） △30,224 
未収消費税等の増減額（△は増加） △665,555 
営業未払金の増減額（△は減少） 5,274 
未払金の増減額（△は減少） 181,361 
前受金の増減額（△は減少） 126,874 
その他 △525 
小計 △57,563 
利息の受取額 56 
利息の支払額 △36,025 
法人税等支払額 △11 
営業活動によるキャッシュ・フロー △93,544 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △15,287,451 
無形固定資産の取得による支出 △67,455 
預り敷金及び保証金の受入による収入 725,000 
差入保証金の差入による支出 △10,000 
投資活動によるキャッシュ・フロー △14,639,907 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 1,020,000 
短期借入金の返済による支出 △302,220 
長期借入れによる収入 5,892,580 
長期借入金の返済による支出 △45,867 
投資口の発行による収入 9,836,473 
分配金の支払額 － 
財務活動によるキャッシュ・フロー 16,400,966 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,667,513 
現金及び現金同等物の期首残高 － 
現金及び現金同等物の期末残高 1,667,513 
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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 

本投資口は振替投資口であるため、投資主は、本投資法人又は投資主名簿等管理人である三

菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に対して、投資口の名義書換を直接請求することはできません。ま

た、本投資口については、投資証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載

又は記録により定まります（振替法第 226 条第 1 項、第 227 条第 1 項）。本投資口に係る投資

主名簿の記載又は記録は、総投資主通知（振替機関が本投資法人に対して行う、投資主の氏名

又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。）により行われます（振替法第 228 条、第 152
条第 1 項）。投資主は、振替機関又は口座管理機関に対して振替（譲受人がその口座における

保有欄に譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受け、譲渡人がその口座における保有欄に当該

数の減少の記載又は記録を受けることをいいます。以下同じです。）の申請を行い、本投資口

の振替が行われることにより、本投資口の譲渡を行うことになります（振替法第 228 条、第 140
条）。なお、本投資口の譲渡は、原則として、本投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所

を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません（投信

法第 79 条第 1 項）。 
投資主名簿に係る取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料は、以下のとおり

です。 

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 該当事項はありません。 

代理人の名称及び住所 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

手数料 該当事項はありません。 
 

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 

本投資法人は、投資主優待制度を実施します（投資主優待制度の詳細は、前記「第 1 ファン

ドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針 ⑥ 成長戦略 (ハ) 星野リゾートグループとの共存共栄

（星野リゾートグループのコミットメント） b. 投資主優待制度の導入による投資主利益と星

野リゾートグループの利益の合致」をご参照下さい。）。 
 

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、資本金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 
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 
 



新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（請求目論見書）



 

 

 

 

本届出目論見書により行う星野リゾート・リート投資法人投資口14,570,996,000円（見込額）の募集（一般募集）及び投資口755,700,000円

（見込額）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）につきましては、本投資法人は金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後

の改正を含みます。）（以下「金融商品取引法」といいます。）第5条により有価証券届出書を平成26年4月4日に関東財務局長に提出してお

りますが、その届出の効力は生じておりません。したがって、発行価格及び売出価格等については今後訂正が行われます。なお、その他の記

載内容についても訂正されることがあります。 

 

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が決定され

た場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日

付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ

ントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌

日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上

の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.hoshinoresorts-reit.com/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。また、

発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしな

がら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる

場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

 

本書は、金融商品取引法に基づき投資家の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。 

本書において用いられる用語は、本書に別段の定めがある場合を除いて、金融商品取引法に基づき投資家に交付しなければならない目論見書

（交付目論見書）において使用される用語と同様の意味を有するものとします。 

 

【募集又は売出しの公表後における空売りについて】 

(1）金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）（以下「金商法施行令」といいます。）第26条の6の規定

により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」といいます。）第15条の5に定める期間（有価証券の

募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有

価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（注1））において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市

場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り（注2）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込

みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（注3）の決済を行うこ

とはできません。 

(2）金融商品取引業者等は、(1）に規定する投資家がその行った空売り（注2）に係る有価証券の借入れ（注3）の決済を行うために当該募

集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。 

（注1）取引等規制府令第15条の5に定める期間は、平成26年4月5日から、発行価格及び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の

訂正届出書が平成26年4月22日から平成26年4月24日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となり

ます。 

（注2）取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。 

・先物取引 

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除きます。）、投資法人債券等の空売り 

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り 

（注3）取引等規制府令第15条の6に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みます。 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

不動産投資証券は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動

等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります。また、倒産等、発行者の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。 



 

【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 26 年 4 月 4 日 
  
【発行者名】 星野リゾート・リート投資法人 
  
【代表者の役職氏名】 執行役員  秋本 憲二 
  
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座一丁目 11 番 1 号 
  
【事務連絡者氏名】 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 
 取締役財務管理部長  隆 哲郎 
  
【電話番号】 03-5159-6338 
 
【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】 

星野リゾート・リート投資法人 

 
【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：一般募集 14,570,996,000 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 
 755,700,000 円 

 (注 1) 発行価額の総額は、平成 26 年 3 月 24 日（月）現在の株式会社
東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。ただし、今回の一般募集の方法は、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）で募集を行うため、一般募集における発行価
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、平成 26 年 3 月 24 日（月）現在の株式会社
東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。 

  
安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する

上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があ
るときは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定
する安定操作取引が行われる場合があります。 

2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品
市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券
取引所です。

  
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号） 
 
 

 



 

 

目     次 

 

 頁 

投資法人の詳細情報 

第 1  投資法人の追加情報  ······························································································  1 

  1  投資法人の沿革  ··································································································  1 

  2  役員の状況  ··········································································································  2 

  3  その他  ··················································································································  3 

第 2  手続等  ······················································································································  4 

  1  申込（販売）手続等  ···························································································  4 

  2  買戻し手続等  ······································································································  4 

第 3  管理及び運営  ··········································································································  5 

  1  資産管理等の概要  ······························································································  5 

   (1) 資産の評価  ······································································································  5 

   (2) 保管  ··················································································································  7 

   (3) 存続期間  ··········································································································  7 

   (4) 計算期間  ··········································································································  7 

   (5) その他  ··············································································································  7 

  2  利害関係人との取引制限  ···················································································  13 

  3  投資主・投資法人債権者の権利  ·······································································  21 

第 4  関係法人の状況  ······································································································  25 

  1  資産運用会社の概況  ···························································································  25 

   (1) 名称、資本金の額及び事業の内容  ·······························································  25 

   (2) 運用体制  ··········································································································  27 

   (3) 大株主の状況  ··································································································  36 

   (4) 役員の状況  ······································································································  37 

   (5) 事業の内容及び営業の概況  ···········································································  38 

  2  その他の関係法人の概況  ···················································································  39 

第 5  投資法人の経理状況  ······························································································  42 

  1  財務諸表  ··············································································································  43 

  2  投資法人の現況  ··································································································  59 

   (1) 純資産額計算書  ······························································································  59 

   (2) 借入れの状況  ··································································································  59 

第 6  販売及び買戻しの実績  ···························································································  60 

 



 

- 1 - 

【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 25 年 2 月 28 日  設立企画人（株式会社星野リゾート・アセットマネジメント）

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 25 年 3 月 6 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 25 年 3 月 25 日  投信法第 188 条に基づく本投資法人の登録の申請 
平成 25 年 4 月 10 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 84 号） 
平成 25 年 7 月 12 日  東京証券取引所に上場 
平成 25 年 7 月 16 日  資産運用の実質的な開始 

 



 

- 2 - 

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

（口）

執行役員 秋本 憲二 昭和 62 年 4 月 株式会社ワールド 東京本社経理部 0 

  平成 3 年 4 月 同社東京本社財務部  

  平成 4 年 11 月 株式会社 NHV ホテルズインターナショナル 経理部財務課長  

  平成 8 年 5 月 株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル 監査役  

  平成 9 年 4 月 株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル洞爺  

経理部長 

 

  平成 10 年 5 月 株式会社壱番屋 経理部  

  平成 10 年 12 月 株式会社星野リゾート 財務経理ユニット・ディレクター  

  平成 21 年 6 月 同社経営企画室長  

  平成 22 年 9 月 同社財務戦略室長  

  平成 24 年 12 月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 

代表取締役社長（現任） 

 

  平成 25 年 3 月 星野リゾート・リート投資法人 執行役員（現任）  

監督役員 品川 広志 平成 14 年 10 月 濱田松本法律事務所（弁護士） 0 

  平成 20 年 9 月 Alston & Bird 法律事務所 研修  

  平成 21 年 9 月 モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部 出向  

  平成 22 年 10 月 森・濱田松本法律事務所 （弁護士）  

  平成 24 年 1 月 錦華通り法律事務所 （弁護士）（現任）  

  平成 24 年 4 月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式

会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会外部委員 

（現任） 

 

  平成 25 年 3 月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員（現任）  

監督役員 藤川 裕紀子 昭和 63 年 10 月 中央新光監査法人 0 

  平成 4 年 3 月 公認会計士登録  

  平成 8 年 7 月 株式会社ジェイエスシー  

  平成 9 年 8 月 小林時宗税理士事務所  

  平成 10 年 6 月 金融監督庁検査部検査総括課金融証券検査官  

  平成 11 年 7 月 同庁 検査部検査総括課金融証券検査官兼専門検査官  

  平成 12 年 1 月 同庁 検査部検査総括課専門検査官  

  平成 12 年 7 月 藤川裕紀子公認会計士事務所 開設（現任）  

  平成 13 年 7 月 ベンチャービジネス証券投資法人 監督役員（現任）  

  平成 16 年 10 月 東京フロンティア投資法人 監督役員（現任）  

  平成 16 年 12 月 税理士登録  

  平成 16 年 12 月 藤川裕紀子税理士事務所 開設  

  平成 20 年 7 月 ニューシティ・レジデンス投資法人 監督役員  

  平成 23 年 4 月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約監視委員会

委員（現任） 

 

  平成 24 年 1 月 税理士法人会計実践研究所 設立 代表社員（現任）  

  平成 25 年 1 月 防衛省 防衛調達審議会委員（現任）  

  平成 25 年 3 月 国家公務員共済組合連合会 契約監視委員会委員（現任）  

  平成 25 年 3 月 星野リゾート・リート投資法人 監督役員（現任）  

  平成 25 年 6 月 厚生労働省 独立行政法人評価委員会委員（現任）  

  平成 25 年 7 月 国土交通省 独立行政法人評価委員会臨時委員（現任）  

  平成 26 年 4 月 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 監事（現任）  

  平成 26 年 4 月 独立行政法人労働者健康福祉機構 監事（就任予定）(注 2)  
(注 1) 主要略歴の記載に関しては、在籍時の名称等に統一して記載しています。 
(注 2) 平成 26 年 4 月 7 日に就任する予定です。 
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3【その他】 

(1) 役員の変更 

執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によっ

て選任されます（投信法第 96 条、規約第 18 条第 1 項）。ただし、役員が欠けた場合等にお

いて、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員

の職務を行うべき者を選任することができます（投信法第 108 条第 2 項）。 
執行役員及び監督役員の任期は、選任後 2 年です（規約第 18 条第 2 項）。ただし、補欠又

は増員のために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）。また、補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議

が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会（当該投資主総会において役員が選

任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会）において選任された執行役

員又は監督役員の任期が満了する時までとします。ただし、投資主総会の決議によってその

期間を短縮することを妨げないものとします（規約第 18 条第 3 項）。 
執行役員及び監督役員の解任は投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有

する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行います（投信法第 104
条、第 106 条）。執行役員又は監督役員の職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ったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が投資主総

会において否決されたときは、発行済投資口の 100 分の 3 以上の口数の投資口を有する投資

主（6 か月前から引き続き当該投資口当該投資口を有する投資主に限ります。）は、当該投資

主総会の日から 30 日以内に、訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求すること

ができます（投信法第 104 条第 3 項、会社法第 854 条第 1 項第 2 号）。 
 

(2) 規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、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。本投資法人は、平成 25 年 5 月 21 日開催の投資主総会において、規

約を変更しました。 
② 事業譲渡又は事業譲受 

該当事項はありません。 
③ 出資の状況その他の重要事項 

本書の日付現在、本投資法人の出資総額は 9,917,520 千円、本投資法人が発行することが

できる投資口の総口数は 2,000,000 口、発行済投資口総数は 20,250 口です。 
本書の日付現在までの出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。 

 

年月日 
 

摘要 
  

出資総額（千円） 発行済投資口総数（口） 
備考 

  
増減 残高 増減 残高 

平成25年3月6日 私募設立 150,000 150,000 300 300 (注1) 

平成25年7月11日 公募増資 9,302,400 9,452,400 19,000 19,300 (注2) 

平成25年8月12日 第三者割当増資 465,120 9,917,520 950 20,250 (注3) 

(注 1) 本投資法人の設立に際して、1 口当たり発行価格 500,000 円にて新投資口を発行しました。 
(注 2) 1 口当たり発行価格 510,000 円（発行価額 489,600 円）にて、特定資産の取得及び借入金の返済を目的として、公募に

より新投資口を発行しました。 
(注 3) 1 口当たり発行価額 489,600 円にて、特定資産の取得及び借入金の返済を目的として、第三者割当により新投資口を発

行しました。 

 
(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) 申込みは、申込期間内に申込取扱場所へ申込証拠金を添えて行うものとします。 
(2) 一般募集及び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口の受渡期日は、

払込期日の翌営業日です。本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。振替法の

適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替によ

り行われます。 
 

2【買戻し手続等】 

本投資口は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いませ

ん（規約第 5 条）。 
本投資口は、東京証券取引所に上場されており、同金融商品取引所を通じて売買することが

可能です。また、金融商品取引所外で本投資口を譲渡することも可能です。 
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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

算期ごとに、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）÷発行済投資口総数 

 
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のとおり投資対象資産の種類ごとに定めま

す（規約第 35 条第 1 項）。 
(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をもって評価するものとします。なお、

減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定するも

のとします。ただし、設備等部分については、正当な事由により定額法による算定が適

当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限

り、他の算定方法に変更することができるものとします。 
(ロ)  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 

原則として、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

産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、こ

れらの合計額から負債の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と

します。 
(ハ)  信託財産を不動産、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 
原則として、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

資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、

これらの合計額から負債の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

とします。 
(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)から(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、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の

慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の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とします。 
(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 
原則として、信託財産である匿名組合出資持分について(ニ)に従った評価を行った上

で、これらの合計額から負債の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

価額とします。 
(ヘ)  有価証券 

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（金融商品取引所に

おける取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売

買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下、本②

において同じです｡）とします｡市場価格がない場合には、合理的な方法により算定され

た価額とします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度

を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとします。市場価格及び合理

的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができ

るものとします｡ 
(ト)  金銭債権 

取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。ただし、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、取得金額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

控除した価格とします。 
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(チ)  金銭の信託の受益権 
原則として、信託財産が(ヘ)又は(ト)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法

に従って評価し、それらの合計額をもって評価するものとします。 
(リ)  デリバティブ取引に係る権利 

a.  金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務 
基準日における当該金融商品取引所の 終価格（終値をいい、終値がなければ気配

値（公表された売り気配の 安値又は買い気配の 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）をいいます。）に基づき算出した価額により評価するも

のとします。なお、基準日において 終価格がない場合には、基準日前直近における

終価格に基づき算出した価額により評価するものとします。 
b.  金融商品取引所の相場がない非上場の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により評価するも

のとします。なお、時価評価に当たっては、 善の見積り額を使用するものとします

が、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、取得価額によ

り評価するものとします。 
c.  一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものに

ついては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める

金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、本 a.及び b.にかかわらず

金利スワップの特例処理を適用できるものとします。 
(ヌ)  動産 

取得価格から減価償却累計額を控除した価格をもって評価するものとします。なお、

減価償却の算定方法は、原則として定額法によるものとしますが、正当な事由により定

額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資家保護上問題がないと合理的

に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができるものとします。 
(ル)  その他 

上記に定めがない場合には、投信法、一般社団法人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

額をもって評価するものとします。 
 

③ 資産運用報告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、下

記のように評価するものとします（規約第 35 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又は調査報告に基づく評価額 
(ロ)  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、

金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、

これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額又は当該匿名組合

出資持分相当額を算定した価額 
(ハ)  デリバティブ取引に係る権利（上記②(リ)c.に基づき、金利スワップの特例処理を採

用した場合） 
上記②(リ)a.又は b.に定める価額 

 
④ 本投資法人の資産評価の基準日は、原則として決算期（毎年 4 月末日及び 10 月末日）と

します。（規約第 35 条第 3 項）。 
 

⑤ 1 口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっ

ています（投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 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 58 条、第 68 条）。投資法人は、

各営業期間（毎年 5 月 1 日から 10 月末日まで、及び 11 月 1 日から翌年 4 月末日まで）に

係る計算書類（貸借対照表、損益計算書を含みます。）、資産運用報告及び金銭の分配に

係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し（投信法第 129 条）、役員会により承認さ

れた場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計
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監査報告とともに投資主に提供します（投信法第 131 条第 2 項から第 5 項まで、投資法人

計算規則第 81 条）ほか、金融商品取引法に基づいて決算期後 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。 
 投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等

を閲覧することができます。 
 

⑥ 投資口 1 口当たりの純資産額についての投資者による照会方法 
 投資口 1 口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。 
（照会先） 

株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 
東京都中央区銀座一丁目 11 番 1 号 
電話番号 03-5159-6338 

 
(2)【保管】 

本投資法人の発行する投資口は振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、

本振替投資口を取り扱う振替機関が振替業の指定を取り消された場合若しくは当該振替機関

の当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を継承する者が存しないとき、

又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、投資主は、本投資法

人に対し、投資証券の発行を請求することができます。（振替法第 227 条第 2 項）。この場

合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼するかあるいは、

投資主自身が直接保管することができます。 
 

(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 5 月 1 日から 10 月末日まで、及び 11 月 1 日から翌年 4 月

末日までとします。各営業期間の末日を決算期といいます（規約第 36 条）。 
 

(5)【その他】 

① 増減資に関する制限 

(イ) 低純資産額 
本投資法人が常時保持する 低純資産額は、5,000 万円とします（規約第 8 条）。 

 
(ロ) 投資口の発行 

本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000 口とします。本投資法人は、発行

可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口

を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口（当該募集に応

じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。）1
口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として

執行役員が定め、役員会が承認する金額とします（規約第 6 条第 1 項及び第 3 項）。 
 

(ハ) 国内における募集 
本投資法人の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 6 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とおりです（投信法第 143 条）。 
(イ) 投資主総会の決議 
(ロ) 合併（合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。） 
(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 
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③ 規約の変更に関する手続 

規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席し

た当該投資主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって可決される必要があります

（投信法第 140 条、第 93 条の 2 第 2 項）。なお、投資主総会における決議の方法について

は、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。 
 

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、以下のとおりです。 
(イ) 本資産運用会社：株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 
資産運用委託契約 
期間 契約期間の定めはありません。 
更新 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 
解約 i 本投資法人は、本資産運用会社が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、本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本契約を解約することができま

す。 
ii 本投資法人は、本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、本契約を解約すること

ができます。 
iii 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6 か月前の書面による通知を

もって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人

は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契

約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内

閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総

会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投

資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定め

られた解約日において終了するものとします。 
iv 上記 i から iii までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社

が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直

ちに本契約を解約することができます。 
(i) 本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、本資産運用会社が、

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。） 
(ii) 本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 
(iii) 上記(i)又は(ii)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、本資産運用会社が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する

場合、本契約を解約します。 
(i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者（金融商品取引法に定める

投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第 3 条第 1 項の免

許及び第 50 条の 2 第 1 項の認可を受けている者に限ります。）でな

くなった場合 
(ii) 投信法第 200 条各号のいずれかに該当する場合 
(iii) 解散した場合 

変更等 本契約は、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るものとします。 
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(ロ) 資産保管会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
資産保管業務委託契約 
期間 投信法第 187 条の規定に基づき本投資法人が登録を受けた日から平成 28 年 4

月末日までとします。 
更新 有効期間の満了予定日の 3 か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のい

ずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更

に 2 年間延長されるものとし、以後も同様とします。 
解約 i 本投資法人及び資産保管会社は、下記 iv から vi までに定める場合を除

き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはで

きません。 
ii 上記 i にかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し本

契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したとき

は、本契約は終了します。 
iii 上記 ii に基づき本契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会による

承認手続を要する旨を資産保管会社に対し、書面により通知した場合に

は、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。なお、

この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。

iv 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が本契約に定める義務又は

債務を履行しない場合、当該相手方に対し、相当の期間を定めてその履

行を催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解除すること

ができます。 
v 本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社

が、資産保管会社においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(i)又
は(ii)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず、直ち

に本契約を解除することができます。 
(i) 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続

開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始

（将来、制定されるものを含みます。）の申立てがあったとき。 
(ii) 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、滞納処分を受けたとき。 
vi 本投資法人及び資産保管会社は、相手方（その役員を含みます。）が、

暴力団員等(注 1)若しくは一定の事項(注 2)に該当し、若しくは一定の行為

(注 3)をした場合、又は一定の事項に関する表明に関して虚偽の申告をし

たことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって

本契約を直ちに解除することができます。 
(注 1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴

力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに

準ずる者をいいます。以下本④において同じです。 
(注 2) (i)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること、(ii)暴力団員等が経営に

実質的に関与していると認められる関係を有すること、(iii)自己、自社若しくは第三者の不正

の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利

用していると認められる関係を有すること、(iv)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便

宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること及び(v)役員又は経営に実

質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有することをいいま

す。以下本④において同じです。 
(注 3) (i)暴力的な要求行為、(ii)法的な責任を超えた不当な要求行為、(iii)本契約に基づく業務に関

して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、(iv)風説を流布し、偽計を用い又は威力を

用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為及び(v)その他(i)乃至(iv)に準

ずる行為をいいます。以下本④において同じです。

変更等 i 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性

及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。

ii 本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書

面により通知した場合には、上記 i の本契約変更の効力発生時は、当該

承認手続完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当

該承認手続を行うものとします。 
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(ハ) 機関運営事務受託者：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
一般事務委託契約 
期間 本契約は、本契約の締結と同時にその効力が生じるものとし、有効期間は、

本契約締結日から平成 28 年 4 月末日までとします。 
更新 有効期間の満了予定日の 3 か月前までに、本投資法人又は機関運営事務等受

託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかっ

たときは、更に 2 年間延長されるものとし、以後も同様とします。 
解約 i 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、下記 iv から vi までに定める

場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除する

ことはできません。 
ii 上記 i にかかわらず、本投資法人又は機関運営事務等受託者が、相手方

に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾

したときは、本契約は終了します。 
iii 上記 ii に基づいて本契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会によ

る承認手続を要する旨を機関運営事務等受託者に対し、書面により通知

した場合には、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時としま

す。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うもの

とします。 
iv 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方が本契約に定める義務

又は債務を履行しないときは、相手方に相当の期間を定めてその履行を

催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解除することがで

きます。 
v 本投資法人又は機関運営事務等受託者は、本投資法人においては機関運

営事務等受託者が、機関運営事務等受託者においては本投資法人又は本

資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当したときは、催告その

他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。 
(i) 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開

始、民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始（将来、制

定されるものを含みます。）の申立てがあったとき。 
(ii) 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、滞納処分を受けたとき。 
vi 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方（その役員を含みま

す。）が、暴力団員等若しくは一定の事項に該当し、若しくは一定の行

為をした場合、又は一定の事項に関する表明に関して虚偽の申告をした

ことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって本

契約を直ちに解除することができます。 
変更等 i 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、互いに協議の上、関係法令と

の整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することがで

きます。 
ii 上記 i の協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨

を機関運営事務等受託者に対し書面により通知した場合には、上記 i に

定める変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。なお、こ

の場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 
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(ニ) 投資主名簿等管理人：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
投資口事務代行委託契約 
期間 本契約の効力発生日から 2 年間とします。 
更新 有効期間満了の 6 か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれ

か一方から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 2 年間延長するものとし、その後も同様とします。 
解約 本契約は、以下の i から iv の定めるところにより、その効力を失います。 

i 当事者間の文書による解約の合意。この場合、本契約は、当事者の合意

によって指定したときから失効します。 
ii 以下の(i)から(iii)までに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書に

よる解約の通知。この場合、本契約は(i)及び(ii)の場合においては解約の

通知において指定する日、(iii)の場合においては解約の通知において指

定する日（ただし、通知到達の日から 3 か月以上経過した日とする）又

は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。な

お、(ii)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投

資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することに

より、通常到達すべきときに到達したものとします。 
(i) 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、

破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て（その後の法律改正に

より新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みま

す。）並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合 
(ii) 本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資

法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場

合 
(iii) 本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止 

iii 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に重大な違

反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約

は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。 
iv 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、

暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標

ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者に該当し、

若しくは一定の行為をし（その役員が該当する場合及び一定の行為をし

たことを含みます。）、又はこれらに関する表明・確約に関して虚偽の

申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場

合には、当該通知において指定された日に本契約は失効するものとしま

す。 
変更等 本契約の内容が法令の変更又は当事者の一方若しくは双方の事情の変更によ

りその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、当

事者協議の上これを改定することができます。 
 

(ホ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法 
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従

って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運
用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合
には、金融商品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。 
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⑤ 会計監査人：太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 
本投資法人は、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人を会計監査人とします。 
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任し

ます（投信法第 96 条第 1 項、規約第 25 条）。会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に
初に迎える決算期後に開催される 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されなかったときは、当該投資主総会にお
いて再任されたものとみなします（投信法第 103 条、規約第 26 条）。 

 
⑥ 公告の方法 

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（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 

本資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人

等が関与する行為につき禁止行為が定められています（金融商品取引法第 44 条の 3 第 1 項、

投信法第 223 条の 3 第 3 項、投信法施行令第 130 条第 2 項）。ここで、「親法人等」とは、

金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品

取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を

いい（金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項）、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株

主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を

有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます（金融商品取引

法第 31 条の 4 第 4 項）。 
(イ)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当

該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリ

バティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと（金融商品取引法第 44 条の

3 第 1 項第 1 号）。 
(ロ)  当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第 2 条第 8 項各号に掲げる行為に関す

る契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用

を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること（金融商

品取引法第 44 条の 3 第 1 項第 2 号）。 
(ハ)  当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用

業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行

うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第 44 条の 3 第 1 項第 3 号）。 
(ニ)  (イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人

等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融

商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定めるその他の行為

（金融商品取引法第 44 条の 3 第 1 項第 4 号、金融商品取引業等に関する内閣府令（平

成 19 年内閣府令第 52 号。その後の改正を含みます。）第 153 条、投信法第 223 条の 3
第 3 項、投信法施行規則第 267 条）。 

 
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。本項において、以下同じです。）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 203 条第 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 203 条第 4 項、第 5
条第 2 項）。 

 
③ 資産の運用の制限 

登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産運用会社、③その執行役員

又は監督役員の親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、④当該資

産運用会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員

を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人

との間において次に掲げる行為（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
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として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません（投信法第 195 条、

第 193 条、投信法施行令第 116 条乃至第 118 条）。 
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 

（ただし、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

と等は認められています。） 
 

④ 特定資産の価格等の調査 

資産運用会社は、特定資産（土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産で

あって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等資産」とい

います。）の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、

不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされてい

ます（ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限

りでありません。）。 
また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産（指定資産を除きます。）の取得

又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社（その利害関係人等を

含みます。）及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の

価格等の調査を行わせなければならないものとされています（ただし、当該行為に先立っ

て当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。）。 
 

(2) 利害関係人等取引規程 

本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、利害関係人等取引規程を大要

以下のとおり定めています。 
(イ) 基本原則 

利害関係人等との間で、物件の取得、譲渡、賃貸、プロパティ・マネジメント業務

等の委託、売買若しくは賃貸の媒介委託又は工事等発注（以下、本(2)において総称し

て「利害関係人等との取引」といいます。）を行う場合、金融商品取引法、投信法、

投信法施行令及び利害関係人等取引規程に定めを遵守するものとし、また、業務分掌

規程に従い、コンプライアンス・オフィサーは、法令、政令、規則、規約及び本資産

運用会社社内規程等に照らしたコンプライアンス上の問題の有無につき事前に審査し

なければならないものとします。 
 

(ロ) 利害関係人等の範囲 
「利害関係人等」とは、以下の a.から d.までのいずれかに該当する者をいいます。 

a. 金融商品取引法に定める本資産運用会社の親法人等及び子法人等 
b. 投信法及び投信法施行令に定める利害関係人等 
c. 本資産運用会社の総株主の議決権の 10％以上を保有する株主 
d. 上記 a.、b.又は c.に該当する者が重要な影響を及ぼし得る特別目的会社（以下本(2)に

おいて「SPC」といいます。） 
 

(ハ) 利害関係人等との取引基準 
a. 物件の取得 

i. 利害関係人等から不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借

権及び地上権を信託する信託受益権を取得する場合は、利害関係人等でない不動

産鑑定士（法人を含みます。以下同じです。）が鑑定した鑑定評価額を超えて取

得してはならないものとします。ただし、鑑定評価額は、物件そのものの価格で

あり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、

固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。 
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ii. 利害関係人等が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に SPC の組成を行うなどし

て負担した費用が存する場合、前項に拘らず、当該費用を鑑定評価額に加えて取

得することができるものとします。 
iii. 利害関係人等からその他の特定資産を取得する場合は、時価が把握できるものは

時価とし、それ以外は上記 i.及び ii.に準ずるものとします。 
iv. 利害関係人等から上記 i.、ii.及び iii.に基づく特定資産の取得を決定した場合は、

適時開示規程に従い、速やかに開示するものとします。 
b. 物件の譲渡 

i. 利害関係人等へ不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借権

及び地上権を信託する不動産信託受益権を譲渡する場合は、利害関係人等でない

不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額未満で譲渡してはならないものとします。た

だし、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、売却費用、信託設定に

要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等

を含みません。 
ii. 利害関係人等へその他の特定資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時

価とし、それ以外は上記 i.に準ずるものとします。 
iii. 利害関係人等に対する上記 i.及び ii.に基づく特定資産の譲渡を決定した場合は、適

時開示規程に従い、速やかに開示するものとします。 
c. 物件の賃貸 

i. 利害関係人等へ物件を賃貸する場合（不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不

動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託受益権を取得することに際して

新たに賃貸する場合のほか、賃貸借契約を承継する場合を含みます。）は、市場

価格、周辺相場等を調査し、適正と判断される条件で賃貸しなければならないも

のとし、利害関係人等でないホテル、旅館及び付帯施設のマーケット分析に専門

性を有する調査会社が実施したマーケット調査の結果得られた適正賃料額（適正

賃料額が幅を持って示されている場合は、 高額と 低額の平均値）未満で賃貸

してはならないものとします。 
ii. 利害関係人等に対する前項に基づく賃貸を決定した場合は、適時開示規程に従

い、 速やかに開示するものとします。 
d. プロパティ・マネジメント業務等の委託 

i. 利害関係人等へプロパティ・マネジメント業務等を委託する場合は、実績、会社

信用度等を調査するとともに、委託料については、市場水準、提供役務の内容、

業務総量等を勘案し決定するものとします。 
ii. 取得する物件について、利害関係人等が既にプロパティ・マネジメント業務等を

行っている場合は、取得後のプロパティ・マネジメント業務等について当該利害

関係人等に継続して委託することができますが、この場合においても、委託料の

決定については上記 i.に準じて検討の上、交渉するものとします。 
iii. 利害関係人等に対する上記 i.及び ii.に基づくプロパティ・マネジメント業務等の委

託を決定した場合は、適時開示規程に従い、速やかに開示するものとします。 
e. 売買又は賃貸の媒介委託 

i. 利害関係人等へ特定資産の売買の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規

定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定する

ものとします。 
ii. 利害関係人等へ賃貸の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規定する報酬

の範囲内とし、賃料水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。 
iii. 利害関係人等に対する上記 i 及び ii.に基づく媒介の委託を決定した場合は、適時開

示規程に従い、速やかに開示するものとします。 
f. 工事等発注 

i. 利害関係人等へ工事等を発注した場合は、第三者の見積り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工事の発注を行うものとします。 
ii. 利害関係人等に対して上記 i.に基づく工事の発注を行う場合、工事別に期ごとに資

産運用報告において開示するものとします。 
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(3) 利害関係者との取引状況等 

① 資産の取得 

取得予定資産の取得に関し、利害関係者との取引の概要は、以下のとおりです。 

取得先 物件名称 
取得予定価格 
（百万円）(注) 

株式会社嵐山温泉嵐峡舘 星のや 京都 2,785 

株式会社星野リゾート・マネジメント 界 川治 1,000 

(注) 「取得予定価格」は、本件売買契約に記載された各物件の売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費

用を含みません。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。 

 
また、運用資産の取得に関し、利害関係者と行った取引の概要は、以下のとおりです。 

取得先 物件名称 取得価格（百万円）(注) 

株式会社星野リゾート 星のや 軽井沢 7,600 

株式会社星野リゾート・八ヶ岳 リゾナーレ 八ヶ岳 4,500 

合同会社浅間温泉開発 界 松本 600 

株式会社星野リゾート・マネジメント 
界 出雲 680 

界 伊東 670 

有限会社那須アーバンプロパティーズ 界 箱根 950 

(注) 「取得価格」は、売買契約に記載された各物件の売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含み

ません。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。ただし、「星のや 軽井沢」については、売買代金に売主兼

借地権設定者に対し支払った借地権設定に係る権利金 500 百万円を加算した金額を、百万円未満を切り捨てて記載して

います。 

 
② 利害関係者への賃貸借状況 

取得予定資産の賃貸借に関し、取得予定資産の取得日現在における利害関係者への賃貸

借の概要は、以下のとおりです。 

賃借人の名称 物件名称 
年間固定賃料 
（百万円） 

(注) 

株式会社嵐山温泉嵐峡舘 星のや 京都 197

株式会社星野リゾート・マネジメント 
界 阿蘇 46

界 川治 110

(注) 上記各賃借人との賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「年間固定賃料」欄に

は、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。変動賃料は、賃借人の

ホテル、旅館及び付帯施設の売上げに賃貸借契約で定める一定の料率を乗じて算出されます。ただし、「星のや 京
都」及び「界 阿蘇」については平成 26 年 5 月 2 日から平成 27 年 4 月 30 日まで、「界 川治」については平成 26 年 5
月 2 日から平成 27 年 10 月 31 日までに限定した割増しの固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載していま

す。ホテル、旅館及び付帯施設の売上げが一定金額に満たない場合には、変動賃料は生じません。また、上記各賃借人

との賃貸借契約において、変動賃料の起算日は「星のや 京都」及び「界 阿蘇」について平成 27 年 5 月 1 日（第 5
期）、「界 川治」について平成 27 年 11 月 1 日（第 6 期）とされているため、当該日以前は、ホテル、旅館及び付帯

施設の売上げの金額にかかわらず、変動賃料は生じません。 
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また、運用資産の利害関係者への賃貸借に関し、第 1 期における取引の概要は、以下の

とおりです。 

賃借人の名称 物件名称 
年間固定賃料
（百万円） 
（注） 

株式会社星野リゾート 星のや 軽井沢 600

株式会社星野リゾート・八ヶ岳 リゾナーレ 八ヶ岳 525

株式会社星野リゾート・マネジメント 

界 松本 75

界 出雲 75

界 伊東 80

界 箱根 95

(注) 上記各賃借人との賃貸借契約において、賃料は、固定賃料及び変動賃料により構成されますが、「年間固定賃料」欄に

は、当該賃貸借契約に定める固定賃料（月額）を 12 倍して年換算した金額を記載しています。変動賃料は、賃借人の

ホテル、旅館及び付帯施設の売上げに賃貸借契約で定める一定の料率を乗じて算出されます。ただし、ホテル、旅館及

び付帯施設の売上げが一定金額に満たない場合には、変動賃料は生じません。また、上記各賃借人との賃貸借契約にお

いて、変動賃料の起算日は平成 26 年 5 月 1 日（第 3 期）とされているため、当該日以前は、ホテル、旅館及び付帯施

設の売上げの金額にかかわらず、変動賃料は生じません。 

 
③ 利害関係者からの賃貸借状況 

運用資産の利害関係者からの賃貸借に関し、第 1 期における取引の概要は、以下のとお

りです。 

賃貸人の名称 物件名称 
月額賃料 
（円） 

株式会社星野リゾート 星のや 軽井沢(注 1) 1,067,118(注 2)

(注 1) 本投資法人は、上記物件の建物を取得するにあたり、上記物件の底地を上記賃貸人より賃借しています。 
(注 2) 賃貸借期間の開始日から平成 26 年 4 月末日までの期間に適用される賃料額を記載しています。 

 
④ 支払手数料の金額 

該当事項はありません。 
 

⑤ スポンサーサポート契約の概要 

本投資法人及び本資産運用会社が星野リゾートとの間で、平成 25 年 5 月 27 日付で締結

したスポンサーサポート契約の概要は以下の通りです。 
(イ) 優先的物件情報の提

供及び優先的売買交

渉権の付与 

星野リゾートは、星野リゾートグループが保有しているホテ

ル、旅館及び付帯施設のうち、本投資法人及び本資産運用会社

の定める投資方針に合致するホテル、旅館及び付帯施設（以

下、本(イ)において「適格不動産」といいます。）を売却しよう

とする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三

者に先立ち当該適格不動産に関する情報を優先的に提供し、優

先的に売買交渉をする権利（以下、本(イ)において、「優先的売

買交渉権」といいます。）を付与します。 
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 ＜優先的売買交渉権の概要＞ 
・スポンサーサポート契約の定めに従い本投資法人及び本資産

運用会社に対し優先的売買交渉権が付与された場合、前記の

とおり情報の提供を受けた日（同日を含みます。）から 10 銀

行営業日（以下、本(イ)において「優先検討期間」といいま

す。）以内に、本投資法人及び本資産運用会社は、当該適格

不動産の取得の意向の有無を優先的売買交渉権を付与した者

（以下、本(イ)において「優先交渉権付与者」といいます。）

に回答します。なお、優先交渉権付与者と本投資法人又は本

資産運用会社とが別途合意した場合、優先検討期間は、当該

合意した期間延長されます。 
・優先交渉権付与者は、優先検討期間内に本投資法人又は本資

産運用会社から当該適格不動産の取得の意向がある旨を回答

された場合、本投資法人又は本資産運用会社と当該適格不動

産の売却の条件について誠実に協議し、合意に達した場合、

優先交渉権付与者は、本投資法人に対し、当該適格不動産を

売却します。 
・本投資法人及び本資産運用会社が、優先交渉権付与者に対

し、i 優先検討期間内に取得の意向がある旨を回答しなかった

場合、ii 取得の意向がない旨を回答した場合又は iii 取得の意

向がある旨を回答したものの当該回答を優先交渉権付与者が

受領した日（同日を含みます。）から 10 銀行営業日又は優先

交渉権付与者と本投資法人若しくは本資産運用会社とが別途

合意して定める期間内に売却の条件について合意に達しなか

った場合、優先的売買交渉権は消滅します。 
 

 ＜適用除外＞ 
以下の事由がある場合には、優先的売買交渉権の付与は行われ

ません。 
・星野リゾートグループが行政機関の要請に基づいて不動産等

を売却する場合 
・星野リゾートグループがスポンサーサポート契約締結前に締

結済みの第三者との契約に基づき、当該第三者に対して優先

交渉権を付与することを要する場合 
 
また、星野リゾートは、自らの取引先その他の関係先である個

人又は法人（ホテル、旅館及び付帯施設のデベロッパー及び運

営業者を含みます。）が所有、開発又は運営する適格不動産に

ついて、当該適格不動産の所有者が売却を検討していることを

知った場合には、当該適格不動産の所有者の意向等で情報を提

供することができない場合を除き、本投資法人及び本資産運用

会社に対し、遅くとも第三者に情報を提供すると同時に当該適

格不動産に関する情報を提供します。ただし、星野リゾートが

本契約締結前に締結済みの第三者との契約に基づき、当該第三

者に対して優先的に情報提供することを要する場合（優先交渉

権を付与することを要する場合を含みます。）はこの限りでは

ありません。 
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(ロ) 資産取得業務等の 
支援 

星野リゾートは、本投資法人が星野リゾート以外のもの（星野

リゾート以外の星野リゾートグループを含みます。）から適格

不動産を取得しようとする場合において本資産運用会社から要

請されたときは、星野リゾートグループが保有する人的及び物

的資源、観光産業やリゾート分野における知識、経験及び再生

ノウハウ並びに国内外のネットワークその他の資源を利用し

て、本投資法人の資産取得業務等を効率的に行うことを目的と

して、本投資法人及び本資産運用会社のために、当該適格不動

産に関する情報収集及び提供、当該適格不動産における運営計

画及び広報戦略等の立案及び検討、当該適格不動産の改善計画

の立案及び検討その他の支援業務を行い、本資産運用会社によ

る当該適格不動産の取得業務等を支援します。 
(ハ) ウェアハウジング 

機能の提供 
本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人に

よる適格不動産の取得を目的として、第三者が保有又は運用し

ている適格不動産の取得及び一時的な保有（以下「ウェアハウ

ジング」といいます。）を星野リゾートに依頼することができ

ます。 
 
＜星野リゾートが提供するウェアハウジング機能の概要＞ 
・本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人

による適格不動産の取得を目的として、取得予定時期及び取

得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三

者が保有又は運用している適格不動産の取得及び一時的な保

有を星野リゾートに依頼することができます。この場合、星

野リゾートは、かかる依頼を誠実に検討し、当該依頼を受け

た日（同日を含みます。）から 10 銀行営業日以内に、受諾の

可否を本投資法人及び本資産運用会社に対し回答します。 
・星野リゾートが上記に定めるところに従いウェアハウジング

の依頼を受諾した場合、星野リゾート、本投資法人及び本資

産運用会社は、協議し、合意の上、ウェアハウジングによる

取得、保有及び本投資法人への売却等に関する詳細を定め、

星野リゾートは、当該定めに従いウェアハウジングを実施

し、当該適格不動産を自ら又は星野リゾートグループの他の

法人をして取得し、保有します。星野リゾートは、ウェアハ

ウジングとして適格不動産を保有している間、星野リゾート

グループが有する各種資源を 大限活用し、当該適格不動産

の魅力をより高めるよう 大限努力します。 
・星野リゾートは、当該適格不動産を取得した場合、本投資法

人及び本資産運用会社が提示した取得予定時期を経過するま

での間、本投資法人以外の第三者に当該適格不動産の売却そ

の他の処分の申入れをしてはならず、また、かかる期間内に

本投資法人及び本資産運用会社が取得を申し出た場合、星野

リゾート、本投資法人及び本資産運用会社との間で取得予定

不動産等の売却に関する詳細を合意の上、当該適格不動産を

本投資法人に売却します。 
 ・本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人及び本資産運

用会社が提示した取得予定時期に当該取得予定不動産等を取

得することが困難となった場合には、星野リゾートに対して

その旨及び希望する延長後の取得予定時期を通知し、取得予

定時期を延長することができます。ただし、かかる通知によ

る取得予定時期の延長は、通算で 1 年間を超えることはでき

ません。 
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(ニ) 投資主優待制度の 
提供 

星野リゾート、本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人

が投資しているホテル、旅館及び付帯施設について、その特徴

を投資主に体験させ、理解を深める機会の一助とすべく、投資

主優待制度（以下、本(ニ)において「本優待制度」といいま

す。）を設け、これを実施する意向であることを確認していま

す。 
 
＜本優待制度の概要＞ 
・星野リゾートは、本投資法人及び本資産運用会社が本優待制

度として、星野リゾートが管理運営するホテル、旅館及び付

帯施設について投資主に広く利用させる目的で、宿泊に際し

宿泊代金より一定額の割引を受けられる優待券の贈呈その他

の方法による優待を行う場合、本投資法人及び本資産運用会

社と誠実に協議の上、当該優待券を発行する等、本投資法人

又は本資産運用会社の指示に従い、これに協力します。 
・本優待制度に伴い生じる費用等の負担については、別途合意

の上定めるものとします。 
(ホ) その他の支援 星野リゾートは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼され

た場合、本資産運用会社に対し、適用法令に反しない範囲で、

i 不動産等取得及び運用に関する助言・補助、ii 人材の派遣を含

め必要とされる人材確保への協力、並びに iii 本資産運用会社の

役職員に対する研修の提供その他の必要な支援を行います。 
(ヘ) 報酬 本投資法人及び本資産運用会社は、(イ)乃至(ホ)に定める業務に

ついて星野リゾートに報酬を支払いません。 
(ト) 投資口の取得及び 

保有 
星野リゾートは、本投資法人及び本資産運用会社に対し、星野

リゾートが本投資法人の投資口を取得した場合、特段の事情が

ない限り、本投資法人の投資口の保有を継続する意向であるこ

とを確認しています。 
 

⑥ バックアップオペレーター契約 

本投資法人及び本資産運用会社は、株式会社星野リゾートとの間で、平成 26 年 4 月 4 日

付で、ロードサイド型ホテル 21 物件に関するバックアップオペレーター契約を締結してい

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 

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 77 条第 2 項第 3 号、第 94 条第 1 項、会社法第 308 条第 1 項本文）。投

資主総会において決議される事項は、以下のとおりです。 
(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。）及び解任（投信法第 96 条、第 104 条、第 106 条） 
(ロ)  資産運用会社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 205 条、第 206 条第 1 項） 
(ハ)  投資口の併合（投信法第 81 条の 2 第 2 項、会社法第 180 条第 2 項（第 3 号を除

く。）） 
(ニ)  投資法人の解散（投信法第 143 条第 3 号） 
(ホ)  規約の変更（投信法第 140 条） 
(ヘ)  その他投信法又は規約で定める事項（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、以下のとおりです。 

(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を除き、出席した投資主

の議決権の過半数をもって行います（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 1 名を代理人として、議決権を行

使することができます（規約第 11 条第 2 項）。ただし、当該投資主又は代理人は、投

資主総会ごとにその代理権を証明する書面を予め本投資法人に提出しなければなりませ

ん（投信法第 94 条第 1 項、会社法第 310 条第 1 項及び第 2 項、規約第 11 条第 3 項）。 
(ハ)  書面による議決権の行使は、投資主が議決権を行使するための書面（以下「議決権行

使書面」といいます。）に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした

議決権行使書面を本投資法人に提出して行います（投信法第 90 条の 2 第 2 項、第 92 条

第 1 項、規約第 12 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 2 項、規約第 12 条第 2 項）。 
(ホ)  電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を

得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本

投資法人に提供して行います（投信法第 92 条の 2 第 1 項、規約第 13 条第 1 項）。 
(ヘ)  電磁的方法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 条の 2 第 3 項、規約第 13 条第 2 項）。 
(ト)  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

成するものとみなします（投信法第 93 条第 1 項、規約第 14 条第 1 項）。 
(チ) 上記(ト)の定めに基づき議案に賛成する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（投信法第 93 条第 3 項、規約第 14 条第 2
項）。 

(リ)  決算期から 3 か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合、本投

資法人は、直前の決算期の 終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、そ

の招集に係る投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします。このほ

か、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従いあらかじめ公告

して定める一定の日における 終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投

資口質権者をもって、その権利を行使すべき者とすることができます（投信法第 77 条

の 3 第 2 項、規約第 15 条第 1 項、第 2 項）。 
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(2) その他の共益権 

① 代表訴訟提起権（投信法第 204 条、第 116 条、第 119 条、会社法第 847 条（第 2 項を除

きます。）） 
 6 か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対し、書面その他投信法施

行規則で定める方法により、資産運用会社、執行役員、監督役員若しくは会計監査人、又

は一般事務受託者の責任を追及する訴えの提起を請求することができ、本投資法人が請求

の日から 60 日以内に訴えを提起しないときは、当該請求をした投資主は、本投資法人のた

めに訴えを提起することができます。 
② 投資主総会決議取消訴権等（投信法第 94 条第 2 項、会社法第 830 条、第 831 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する又は

著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反し、又は決議について特別の利害関係を有

する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときには、決議の日か

ら 3 か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます。また、投資

主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資

主総会の決議が存在しないこと又は無効であることの確認を訴えをもって請求することが

できます。 
③ 執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第 109 条第 5 項、第 153 条の 3 第 2 項、会社

法第 360 条第 1 項） 
 6 か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員が本投資法人の目的の範囲外の

行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある

場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が生ずるおそ

れがあるときは、当該執行役員に対し、その行為をやめること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 84 条第 2 項、会社法第 828 条第 1 項第 2 号、第 2 項第

2 号） 
 投資主は、新投資口の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

の発行の効力が生じた日から 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、会社法第 828 条第 1 項第 7 号、第 8 号、第 2 項第 7 号、

第 8 号） 
 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、合併の効力が生じた日から 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 投資主提案権（投信法第 94 条第 1 項、会社法第 303 条第 2 項、第 305 条第 1 項） 
 発行済投資口の 100 分の 1 以上の口数の投資口を 6 か月前から引き続き有する投資主は、

執行役員に対し投資主総会の日の 8 週間前までに、一定の事項を投資主総会の目的とする

ことを請求することができ、また、投資主総会の目的である事項につき当該投資主が提出

しようとする議案の要領を招集通知に記載又は記録することを請求することができます。 
⑦ 投資主総会招集権（投信法第 90 条第 3 項、会社法第 297 条第 1 項、第 4 項） 
 発行済投資口の 100 分の 3 以上の口数の投資口を 6 か月前から引き続き有する投資主は、

執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して投資主総会の招集

を請求することができ、請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合又は請求があった

日から 8 週間以内の日を投資主総会の日とする投資主総会の招集の通知が発せられない場

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。 
⑧ 検査役選任請求権（投信法第 94 条第 1 項、会社法第 306 条第 1 項、投信法第 110 条） 
 発行済投資口の 100 分の 1 以上の口数の投資口を有する投資主は、投資主総会に係る招

集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に対

し、検査役の選任の申立てをすることができます。また、発行済投資口の 100 分の 3 以上

の口数の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に足りる事由があるときは、本投資

法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立

てをすることができます。 
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⑨ 執行役員等解任請求権（投信法第 104 条第 1 項、第 3 項、会社法第 854 条第 1 項第 2
号） 

 発行済投資口の 100 分の 3 以上の口数の投資口を 6 か月前から引き続き有する投資主は、

執行役員又は監督役員の職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

大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否

決されたときには、当該投資主総会の日から 30 日以内に訴えをもって当該役員の解任を請

求することができます。 
⑩ 解散請求権（投信法第 143 条の 3） 
 発行済投資口の 10 分の 1 以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執

行において著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、

又は生ず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、本投

資法人の存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって

本投資法人の解散を請求することができます。 
 

(3) 分配金請求権（投信法第 77 条第 2 項第 1 号、第 137 条） 
 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、各投資主の有する投資口の口数に応じて金銭の分配を受けるこ

とができます。 
 なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとさ

れた振替投資口について行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の

返還を求めることができません。この場合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度にお

いて、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求権を取得します（振替法第 228 条、第 149
条）。 

 
(4) 残余財産分配請求権（投信法第 77 条第 2 項第 2 号、第 158 条） 
 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じ

て残余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 5 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 項乃至第 3 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。 
 本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の

口座から譲受人の口座に本振替投資口の振替（譲受人の口座における保有欄の口数を増加さ

せることをいいます。以下同じです。）が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行う

ことができます（振替法第 228 条、第 140 条）。ただし、本振替投資口の譲渡は、本振替投

資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本

投資法人に対抗することができません（投信法第 79 条第 1 項）。なお、投資主名簿の記載又

は記録は、総投資主通知（振替機関が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、

保有投資口数、基準日等の通知をいいます。以下同じです。）により行われます（振替法第

228 条、第 152 条第 1 項）。また、投資主が、特別口座に記載又は記録されている本振替投資

口の譲渡を行う場合は、まず自らが開設した一般口座への振替を行った上で、譲受人の口座

に振り替える必要があります。 
 

(7) 投資証券交付請求権（振替法第 227 条第 1 項、第 2 項、投信法第 85 条第 1 項） 
 本投資法人の投資口は、振替法の適用を受ける振替投資口であり、本投資法人は、投資証

券を発行することができません（振替法第 227 条第 1 項）。ただし、投資主は、保管振替機

構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管

振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資口が振替機関によって取り

扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます

（振替法第 227 条第 2 項）。 
 



 

- 24 - 

(8) 帳簿等閲覧請求権（投信法第 128 条の 3） 
 投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧

又は謄写を請求することができます。ただし、この場合においては、当該請求の理由を明ら

かにして行わなければなりません。 
 

(9) 少数投資主権の行使手続（振替法第 228 条、第 154 条、社債、株式等の振替に関する法律

施行令(平成 14 年政令第 362 号。その後の改正を含みます。)第 40 条)） 
 振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、

振替口座簿の記載又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を

行使しようとする投資主は、振替機関が個別投資主通知（振替機関が、本投資法人に対して

行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。以下同じです。）を行う

よう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出ることができます。投資主

は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後 4 週間が経過する日までに限り、

少数投資主権を行使することができます。 
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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、資本金の額及び事業の内容】 

a. 名称 
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 

b. 資本金の額 
本書の日付現在  100 百万円 

c. 事業の内容 
i. 第二種金融商品取引業 
ii. 不動産取引業 
iii. 投資運用業 
iv. 投資法人の設立企画人としての業務 
v. 宅地建物取引業 
vi. 不動産の管理業務 
vii. 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託事務 
viii. 上記 i.～vii.に附帯又は関連する一切の事業 

 
① 会社の沿革 

平成 22 年 5 月 14 日 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント設立 

平成 24 年 6 月 15 日 
宅地建物取引業の免許取得 
（免許証番号 東京都知事(1)94316 号） 

平成 25 年 1 月 9 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 74 号） 

平成 25 年 2 月 6 日 
金融商品取引業（投資運用業）に係る登録 
（関東財務局長（金商）第 2405 号） 

 
② 株式の総数及び資本金の額の増減 

(イ) 発行可能株式総数（本書の日付現在） 
50,000 株 

(ロ) 発行済株式の総数（本書の日付現在） 
10,000 株 

(ハ) 近 5 年間における資本金の額の増減 
平成 24 年 12 月 1 日付で増資が行われ、これにより資本金の額は 10 百万円から 100

百万円に増額されています。 
 

③ その他 

(イ) 役員の変更 
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、そ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、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち 終のもの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、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち

終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、任期満了前に退任した

取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、その前任者又は他の

在任取締役の任期の残存期間と同一とし、任期満了前に退任した監査役の補欠として

選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会

社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2 週間以内に内閣総理大臣へ届

け出ます（金融商品取引法第 31 条第 1 項、第 29 条の 2 第 1 項第 3 号）。また、本資

産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、

その職務を行うべき社員）、監査役若しくは執行役に就任した場合（他の会社の取締

役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねるこ
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ととなった場合を含みます。）又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執

行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりま

せん（金融商品取引法第 31 条の 4 第 1 項）。 
(ロ) 訴訟事件その他本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、本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。 
 

④ 関係業務の概要 

本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。 
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(2)【運用体制】 

① 業務運営の組織体制 

本資産運用会社の本投資法人の資産運用に関連する業務運営の組織体制は、以下のとお

りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務

を行います。各種業務は、投資運用部、財務管理部及びコンプライアンス部の各部署に分

掌され、投資運用部及び財務管理部については担当の部長、コンプライアンス部について

はコンプライアンス・オフィサーが統括します。 
また、資産の運用に関する審議を行う機関として投資運用委員会を、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。 
 

株主総会 

コンプライアンス委員会

取締役会 

監査役 

代表取締役社長 

投資運用委員会 

投資運用部 財務管理部 

コンプライアンス部 

コンプライアンス・オフィサー
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② 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制 

本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。 
 

組織 分掌業務 
取締役会 a. 本資産運用会社の経営に係る事項の審議及び決議 

b.  投資運用委員会決議を経て上程される事項についての審議及び

決議 
c. コンプライアンス委員会決議を経て上程される事項についての

審議及び決議 
d. 本投資法人への報告 
e. その他付随する業務 

投資運用部 a. 本投資法人の投資運用方針・投資運用計画の策定 
b. 本投資法人の取得資産の選定及び評価その他の取得に関する業

務 
c. 本投資法人の保有資産の譲渡に関する業務 
d. 本投資法人の保有資産の賃貸借に関する業務 
e. 本投資法人の保有資産の管理に関する業務 
f. 本投資法人の保有資産のプロパティ・マネジメント会社の選

定、指示及び監督に関する業務 
g. 本投資法人の保有資産の土木建築請負工事の発注に関する業務 
h. 本投資法人の保有資産に関する債権債務の管理に関する業務 
i. その他付随する業務 

財務管理部 a.  資産管理計画書・投資運用計画の策定に関する業務 
b.  本投資法人の経理業務に関する業務 
c.  本投資法人の予算の立案及び執行に関する業務 
d.  本投資法人の決算及び税務に関する業務 
e.  本投資法人の投資主等への情報開示に関する業務 
f.  本投資法人の投資主等への対応に関する業務 
g.  本投資法人の投資口の発行、投資法人債の発行及び借入れその

他の資金調達に関する業務 
h.  本投資法人の余資の運用に関する業務 
i.  本資産運用会社の経理に関する業務 
j.  本投資法人の所轄官庁との各種折衝に関する業務 
k.  本投資法人の投資主総会及び役員会の運営事務その他の本投資

法人の機関運営に関する業務 
l.  本資産運用会社の所轄官庁との各種折衝に関する業務 
m.  本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する業務 
n.  本資産運用会社の総務、人事等の経営管理に関する業務 
o.  その他付随する業務 
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コンプライアンス・オフィサー

／コンプライアンス部 
a.  本資産運用会社の社内諸規程等の立案及び管理の審査並びにそ

の遵守状況の確認に関する業務 
b.  本資産運用会社の各種稟議等の事前審査に関する業務 
c.  本資産運用会社のコンプライアンス規程、コンプライアンス・

マニュアルその他のコンプライアンスに関する社内規程等の立

案及び管理に関する業務 
d.  本資産運用会社のコンプライアンス・プログラムの立案及び管

理その他本資産運用会社のコンプライアンス体制の管理に関す

る業務 
e.  内部監査に関する業務 
f.  リスク管理統括業務 
g.  本投資法人の所轄官庁との各種折衝に関する業務 
h.  本投資法人の投資主総会及び役員会の運営事務その他の本投資

法人の機関運営に関する業務 
i.  本資産運用会社の所轄官庁との各種折衝に関する業務 
j.  本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する業務 
k.  本資産運用会社の社内諸規程等の立案及び管理に関する業務 
l.  法人関係情報その他の情報管理に関する業務 
m.  本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する業務 
n.  その他付随する業務 
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③ 委員会の概要 

各委員会の概要は、以下のとおりです。 
(イ) 投資運用委員会 

委員 代表取締役社長（委員長）、取締役、コンプライアンス・オフィサー、各

部署の部長及び 1 名以上の外部委員(注)（本資産運用会社の利害関係人等取

引規程に定める利害関係人等から不動産鑑定業務の依頼を受け若しくは過

去に受けていた者若しくはその役職員、又は本資産運用会社の利害関係人

等取引規程に定める利害関係人等若しくはその役職員の、いずれか又は複

数に該当する者でない不動産鑑定士であることを要するものとします。）

審議内容 a. 本資産運用会社の運用方針に関する事項の審議及び決議 
b. 本資産運用会社の運用ガイドラインの策定及び変更の審議及び決議 
c. 本資産運用会社の行う金融商品取引業に係る資産の取得、処分及び運

用管理に関する事項の審議及び決議 
d. 資産管理計画書及び投資運用計画書の策定及び変更に関する審議及び

決議 
e. 本資産運用会社の投資運用委員会規程の改廃に関する審議 
f.  その他付随する事項の審議及び決議 

審議方法 ・投資運用委員会は、コンプライアンス・オフィサー及び 1 名以上の外部

委員を含む投資運用委員会委員の 3 分の 2 以上の出席があった場合に開

催されます。 
・投資運用委員会の決議は、コンプライアンス・オフィサー及び 1 名以上

の外部委員が出席し、出席したコンプライアンス・オフィサー及び外部

委員全員が賛成し、かつ出席した投資運用委員会委員の過半数により決

します。ただし、本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害

関係人等との取引に関して投資運用委員会が審議を行う場合において

は、利害関係人等と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わる

ことができません。 
(注) 本書の日付現在、不動産鑑定士 1 名が外部委員に選任されています。 
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(ロ) コンプライアンス委員会 
委員 代表取締役社長、取締役、コンプライアンス・オフィサー（委員長）、各

部署の部長及び 1 名以上の外部委員(注)（弁護士又は公認会計士の有資格者

であり、かつ、コンプライアンスに関する知識及び経験があると本資産運

用会社が判断した者とします。） 
審議内容 a. 本資産運用会社のリスク管理に関する事項の審議及び決議 

b. 本資産運用会社のコンプライアンス規程及びコンプライアンス委員会

規程の改廃に関する事項の審議及び決議 
c. コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの

策定及び改廃に関する事項の審議及び決議 
d. 本資産運用会社に対する苦情等の処理に関する事項の審議及び決議 
e. コンプライアンス・オフィサーが審議及び決議を求めた事項の審議及

び決議 
f. コンプライアンス・オフィサーが必要と認めた事項及び本資産運用会

社の業務分掌規程その他の社内規程等により別途定める事項の審議及

び決議 
g. その他付随する事項の審議及び決議 

審議方法 ・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー及び 1 名以

上の外部委員を含むコンプライアンス委員会委員の 3 分の 2 以上の出席

があった場合に開催されます。 
・コンプライアンス委員会の決議は、コンプライアンス・オフィサー及び

1 名以上の外部委員が出席し、出席したコンプライアンス・オフィサー

及び外部委員全員が賛成し、かつ出席したコンプライアンス委員会委員

の 3 分の 2 以上の賛成により決します。ただし、本資産運用会社の利害

関係人等取引規程に定める利害関係人等との取引に関してコンプライア

ンス委員会が審議を行う場合においては、利害関係人等と利害関係を有

する委員は当該審議及び決議に加わることができません。 
(注) 本書の日付現在、公認会計士 1 名が外部委員に選任されています。 
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④ 投資運用の意思決定機構 

本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会

社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係取引（利害関係人等取引規程

に定める利害関係人等又は本資産運用会社と本投資法人の取引をいいます。以下同じで

す。）についてのルール、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方

について定めます。 
また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等（資産管理計画

書のほか、投資運用計画書を含みます。）を策定し、運用ガイドラインに定める投資方針、

利害関係取引についてのルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。 
運用ガイドライン、資産管理計画書及び投資運用計画等の策定及び変更に係る意思決定

フロー並びに資産の取得及び売却に係る意思決定フローは、以下のとおりです。 
なお、資産の賃貸借のうち利害関係取引に該当するもの並びに 1 件 3 千万円を超える修

繕及び資本的支出等についても、以下と同様の意思決定フローとなっています。 
 

＜意思決定フロー＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

投資運用部による起案 
（資産管理計画書及び投資運用計画書の策定及び変更は、

投資運用部及び財務管理部による起案） 

コンプライアンス・オフィサーによる 
法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点

の有無の審査及び承認 

投資運用委員会に上程 

投資運用委員会における審議及び決議 
（コンプライアンス・オフィサーは、審議経過に問題が 
あると判断した場合には、投資運用委員会の審議の中断を 

命じることができる。） 

コンプライアンス委員会による審議及び決議 

取締役会における審議及び決議 

投資法人への報告 

修正及び 
再上程又は 
廃案の指示 

差戻し 

修正及び
再提出の指示 

差戻し 
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(イ) 運用ガイドラインの策定に関する事項 
運用ガイドラインは、毎年次ごとに必要に応じて投資運用部が起案し、コンプライ

アンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点

の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に上程され、審議及び決議されます。投

資運用委員会で承認の決議がされた後、コンプライアンス委員会に上程され、審議及

び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上程

され、審議及び承認の決議がされることにより策定されます。なお、取締役会又はコ

ンプライアンス委員会において否決された議案は、いずれも投資運用委員会に差し戻

されます。運用ガイドラインが策定された場合、遅滞なく投資法人の役員会に報告さ

れます。 
 

(ロ) 資産管理計画書の策定に関する事項 
資産管理計画書は、毎年次ごとに必要に応じて投資運用部及び財務管理部が、相互

に協議の上起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その

他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に上程さ

れ、審議及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後、コンプライア

ンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決

議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより策定さ

れます。なお、取締役会又はコンプライアンス委員会において否決された議案は、い

ずれも投資運用委員会に差し戻されます。資産管理計画書が策定された場合、遅滞な

く投資法人の役員会に報告されます。 
 

(ハ) 投資運用計画書の策定に関する事項 
投資運用計画書は、毎年次ごとに必要に応じて投資運用部及び財務管理部が、相互

に協議の上起案し、コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その

他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に上程さ

れ、審議及び決議されます。投資運用委員会で承認の決議がされた後、コンプライア

ンス委員会に上程され、審議及び決議されます。コンプライアンス委員会で承認の決

議がされた後、取締役会に上程され、審議及び承認の決議がされることにより策定さ

れます。なお、取締役会又はコンプライアンス委員会において否決された議案は、い

ずれも投資運用委員会に差し戻されます。投資運用計画書が策定された場合、遅滞な

く投資法人の役員会に報告されます。 
 

(ニ) 資産の取得及び譲渡に関する事項 
資産の取得及び譲渡に関しては、取引ごとに投資運用部が運用ガイドラインに定め

られたデュー・ディリジェンスを行い、投資適格資産を選定の上投資運用部が起案し、

コンプライアンス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス

上の問題点の有無の審査及び承認の後、投資運用委員会に上程され、審議及び決議さ

れます。投資運用委員会で承認の決議がされた後コンプライアンス委員会に上程され、

審議及び決議され、コンプライアンス委員会で承認の決議がされた後、取締役会に上

程され、審議及び承認の決議がされることにより決定されます。なお、取締役会又は

コンプライアンス委員会において否決された議案は、いずれも投資運用委員会に差し

戻されます。資産の取得及び譲渡が決定された場合、遅滞なく投資法人の役員会に報

告されます。 
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⑤ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況 

本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリス

ク管理体制を整備しています。 
(イ) 運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守 

本資産運用会社は、本投資法人の規約の投資方針等の基本方針を実現するため、本

投資法人の規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係者との取

引ルール、投資物件の取得及び売却並びに投資物件の運営管理に係る基本方針等を定

めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、投資運用

に係るリスクの管理に努めます。 
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リス

ク管理の統括者及び重大な問題の発見時の対応方法等を規定し、本資産運用会社が管

理すべき主要なリスクとして、運用リスク、財務リスク、システムリスク、レピュテ

ーション・リスク、コンプライアンスに関するリスク及び反社会的勢力に関するリス

ク等を定義し、取締役会や本資産運用会社のリスクに関する統括者であるコンプライ

アンス・オフィサー及び各部署のリスク管理に関する責任者である各部署の部長の役

割を定めています。なお、リスクの状況については、コンプライアンス・オフィサー

が、少なくとも半期ごとに 1 度又は必要な場合は随時、モニタリングの上、評価及び

分析し、その結果につきコンプライアンス委員会及び取締役会に報告することとされ

ており、リスク管理体制の適切性又は有効性については、コンプライアンス・オフィ

サーが統括する内部監査及び外部機関による監査等により検証を行うものとしていま

す（かかる内部監査による検証の詳細については、後記「(ロ) 内部監査による検証」

をご参照下さい。）。 
 

(ロ) 内部監査による検証 
コンプライアンス・オフィサーは、内部監査を担当し、全部署に対して原則として

半年に一回以上の割合で定期の内部監査を実施するほか、コンプライアンス・オフィ

サーの判断により、臨時の内部監査を実施することができるものとし、また、代表取

締役社長が特別に命じた場合には、特別監査を実施するものとします。内部監査は、

各組織の業務及び運営が、金融商品取引法、投信法及び宅地建物取引業法等の法令、

一般社団法人投資信託協会が定める諸規則及び当社の社内規程等に従って、適切かつ

効率的に行われているか否かの監査、不正又は重大な過失の発見及び未然防止のため

の監査、個人情報管理及び法人関係情報の管理を含む、各種の情報管理が適切に行わ

れているか否かの監査並びにその他必要な事項の内部監査等を含むものとされていま

す。コンプライアンス・オフィサーは、内部監査実施後遅滞なく、内部監査の結果を

取り纏めた内部監査報告書を作成し、これを代表取締役社長及び取締役会に提出する

とともに、内部監査対象部署に対し、必要に応じて改善勧告又は改善指示を行い、そ

の内容等を代表取締役社長及び取締役会に報告します。コンプライアンス・オフィサ

ーは、改善勧告又は改善指示を受けた部署より受領した改善計画及び改善状況が十分

ではないと判断した場合には、当該改善計画及び改善状況についての報告を代表取締

役社長及び取締役会に報告します。取締役会は、当該改善計画及び改善状況が不十分

と判断した場合には、改善勧告又は改善指示を受けた部署又はコンプライアンス・オ

フィサーに対して追加の改善勧告又は改善指示を行うことができます。なお、取締役

会又はコンプライアンス・オフィサーは、業務運営の適切性を確認するためその他の

理由により必要があると判断した時は、外部の専門家等による外部監査を行うことが

できます。 
 

(ハ) 利害関係人等取引規程 
前記「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 7 管理及び運営の概要 (2) 利

害関係人との取引制限 ② 利害関係人等取引規程」をご参照下さい。 
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(ニ) 内部者取引等管理規程 
本資産運用会社では、内部者取引等管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等

によるインサイダー類似取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産

運用会社の役職員等は、本投資法人の投資口及び投資法人債について、業務等に関し

法人関係情報を知ったときより当該法人関係情報が公表されるまでの間、法令等で許

容される場合を除き、売買等を行ってはならないものとされており、本資産運用会社

の役職員等でなくなった後も 1 年間は、当該規程に従わなければならないものとされ

ています。 
 

(ホ) フォワード・コミットメント等 
フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対

照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リ

スクは本投資法人に帰属することになります。このため、契約不履行に関する解約違

約金の水準、ポートフォリオ全体の収支及び配当水準等に与える影響等（東京証券取

引所の定める上場廃止基準を含みます。）並びに売買契約締結から物件引渡しまでの

期間、当該期間中における金融環境及び不動産市場等の変動リスクの可能性並びに決

済資金の調達方法等に留意することとしています。 
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(3)【大株主の状況】 
（本書の日付現在） 

氏名又は名称 住所 
所有 
株式数 
（株） 

比率 
（％） 

(注) 

株式会社星野リゾート 
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉

2148 番地 
10,000 100.0 

合 計 10,000 100.0 

(注) 「比率」とは、発行済株式総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

（株）

代表取締役

社長 

秋本 憲二 

(注 1) 

昭和 62 年 4 月 株式会社ワールド 東京本社経理部 0 

平成 3 年 4 月 同社東京本社財務部  

  平成 4 年 11 月 株式会社 NHV ホテルズインターナショナル 経理部財務課長  

  平成 8 年 5 月 株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル 監査役  

  平成 9 年 4 月 株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル洞爺  

経理部長 

 

  平成 10 年 5 月 株式会社壱番屋 経理部  

  平成 10 年 12 月 株式会社星野リゾート 財務経理ユニット・ディレクター  

  平成 21 年 6 月 同社経営企画室長  

  平成 22 年 9 月 同社財務戦略室長  

  平成 24 年 12 月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 

代表取締役社長（現任） 

 

  平成 25 年 3 月 星野リゾート・リート投資法人 執行役員（現任）  

取締役投資 

運用部長 

金谷 隆行 平成 16 年 4 月 三井不動産販売株式会社 住宅営業本部 0 

 平成 17 年 1 月 株式会社ゼクス 不動産事業開発部  

 平成 20 年 7 月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アクイジションチーム  

  平成 20 年 11 月 株式会社ダヴィンチ・サポート 投資運用部  

  平成 21 年 11 月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アセットマネジメントチ

ーム 

 

  平成 23 年 1 月 同社 アクイジションチーム  

  平成 24 年 3 月 株式会社星野リゾート 企画開発部  

  平成 24 年 12 月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 取締役投資運用

部長（現任） 

 

取締役財務 

管理部長 

隆 哲郎 平成 9 年 4 月 第一法規出版株式会社 0 

平成 16 年 11 月 株式会社星野リゾート 財務経理ユニット 

平成 17 年 12 月 同社 購買ユニット・ディレクター 

平成 21 年 6 月 同社 内部体制整備プロジェクトチーム 

平成 21 年 9 月 同社 内部体制整備プロジェクトチーム 兼 グループ総務ユニッ

ト・ディレクター 

平成 22 年 2 月 株式会社星野リゾート 監査役 

平成 22 年 5 月 株式会社コンメンダ 監査役 

平成 24 年 12 月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 取締役財務管理

部長（現任） 

監査役 

（非常勤） 

田中 大介 平成 5 年 4 月 水上印刷株式会社 0 

 平成 8 年 1 月 株式会社プロトコーポレーション  

 平成 9 年 11 月 三盛自動車販売株式会社  

 平成 10 年 12 月 アリコジャパン  

 平成 11 年 11 月 株式会社アルバイトタイムス  

 平成 18 年 12 月 同社 内部監査部部長  

 平成 22 年 9 月 株式会社星野リゾート 内部監査室  

 平成 22 年 9 月 株式会社コンメンダ 内部監査  

 平成 23 年 12 月 株式会社星野リゾート 内部監査室ユニットディレクター 

（現任） 

 

 平成 24 年 12 月 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 監査役（現任）  
(注 1) 秋本憲二は、本投資法人の執行役員を兼務しており、金融商品取引法第 31 条の 4 第 1 項に従い、平成 25 年 3 月 29 日

付で金融庁長官に兼職の届出を行っています。 
(注 2) 主要略歴の記載に関しては、在籍時の名称等に統一して記載しています。 
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(5)【事業の内容及び営業の概況】 

① 事業の内容 

本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として登録投資法人の資産運用を行ってい

ます。 
 

② 営業の概況 

本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人のみです。 
 

③ 関係業務の概況 

本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。 
 

④ 資本関係 

本書の日付現在、本資産運用会社は本投資法人の投資口を保有していません。 
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2【その他の関係法人の概況】 

A 資産保管会社兼投資主名簿等管理人兼機関運営事務等受託者（投信法第 117 条第 2 号乃至

第 6号及び第 208 条関係） 

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】 

a. 名称 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 

b. 資本金の額 
平成 25 年 12 月 31 日現在  324,279 百万円 

c. 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。）に基づき銀行業を営むと

ともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和 18 年法律第 43 号。その後の改

正を含みます。）に基づき信託業務を営んでいます。 
 

(2)【関係業務の概要】 

a. 資産保管会社としての業務 
i 資産の保管にかかる業務 
ii i に付随する業務 

b. 投資主名簿等管理人としての業務 
i 投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置そ

の他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務（ただし、投資法人債原簿に関す

る事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別途委託するものに限ります。） 
ii 上記 i に定めるほか、以下の帳簿その他の投信法及び内閣府令の規定により作成及び

保管しなければならない帳簿書類の作成、管理及び備置に関する事務 
(i) 分配利益明細簿 
(ii) 投資証券台帳 
(iii) 投資証券不発行管理簿 
(iv) 投資証券払戻金額帳 
(v) 未払分配利益明細簿 
(vi) 未払払戻金明細簿 

iii 投資口の名義書換、質権の登録又は抹消、信託財産の表示又は抹消 
iv 振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務 
v 投資主の投資証券不所持申出並びに投資証券の発行又は返還請求の受理等に関する事

務 
vi 投資主、登録投資口質権者、これらの法定代理人及び以上の者の常任代理人（以下、

本(2)において「投資主等」といいます。）の氏名及び住所の登録並びに変更の登録に

関する事務 
vii 上記 i から vi までに掲げるもののほか、投資主等の提出する届出の受理に関する事務 
viii 投資主総会招集通知及び決議通知等投資主総会関連書類の発送及び議決権行使書面又

は委任状の作成及び集計に関する事務 
ix 投資主等に対して分配する金銭の支払いに関する事務 
x 投資主等からの照会に対する応答に関する事務 
xi 投資口の統計資料並びに法令又は契約にもとづく官庁、金融商品取引所、振替機関等

への届出又は報告のための資料の作成に関する事務 
xii 投資口若しくは投資証券の募集、発行、投資口の併合・分割その他本投資法人が臨時

に指定する事務 
xiii 投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務 
xiv 投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付けに関する事務

（上記 i から xiii の事務に関連するものに限ります。） 
xv 上記 i から xiv までに掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務 
xvi 上記 i から xv までに掲げる事項に関連し又は付随する事務 
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c. 機関運営事務等受託者としての業務 
i 機関の運営に関する事務 
ii 計算に関する事務 
iii 会計帳簿の作成に関する事務 
iv 納税に関する事務 

 
(3)【資本関係】 

本書の日付現在、本投資法人と三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との間には資本関係はありま

せん。 
 

B 引受人（投信法第 117 条第 1号関係） 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

引受人の名称 
資本金の額 

（平成 25 年 9 月 30 日現在）
事業の内容 

野村證券株式会社 10,000 百万円 金融商品取引法に基づく金融商

品取引業（第一種金融商品取引

業）を営んでいます。 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円

(注) 資本金の額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。 

 
(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 117 条第 1 号）として一般募集にお

いて投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行います。 
 

(3) 資本関係 

本書の日付現在、本投資法人と各引受人との間には資本関係はありません。 
 

C 本投資法人の特定関係法人 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

特定関係法人の名称 
資本金の額 

（平成 25 年 12 月 31 日現

在） 
事業の内容 

株式会社星野リゾート 100 百万円

リゾート運営事業等 

株式会社星野リゾート 
ホールディングス 

10 百万円

株式会社星野リゾート・ 
八ヶ岳 

10 百万円

株式会社星野リゾート・ 
マネジメント 

10 百万円

やまぼうし投資事業有限責

任組合 
－

株式会社の発行する株式等の取

得、保有等 
(注) 資本金の額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。 

 
(2) 関係業務の概要 

株式会社星野リゾートは、本資産運用会社の親会社であり、平成 25 年 7 月 16 日、本投資

法人に対して「星のや 軽井沢」を譲渡し、同日より、本投資法人から同物件を賃借し、同物

件の敷地を本投資法人に賃貸しています。また、物件情報提供を含むスポンサーサポートの

提供を行い、ロードサイド型ホテル 21 物件に関するバックアップオペレーター契約を締結し

ています。 
株式会社星野リゾートホールディングスは、株式会社星野リゾートの株式の全てを保有し

ています。 
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株式会社星野リゾート・八ヶ岳は、本資産運用会社の親会社である株式会社星野リゾート

の子会社であり、平成 25 年 7 月 16 日、本投資法人に対して「リゾナーレ 八ヶ岳」を譲渡し、

同日より、本投資法人から同物件を賃借しています。 
株式会社星野リゾート・マネジメントは、本資産運用会社の親会社である株式会社星野リ

ゾートの子会社であり、平成 25 年 7 月 16 日、本投資法人に対して「界 出雲」及び「界 伊
東」を譲渡し、同日より、本投資法人から「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊東」及び「界 
箱根」を賃借しています。また、平成 25 年 11 月 29 日、本投資法人に対して「界 箱根」に

隣接する土地を譲渡しています。また、同社は、平成 26 年 5 月 2 日本投資法人に対して「界 
川治」を譲渡する予定であり、本投資法人が取得予定資産を取得した後は、本投資法人から

「界 阿蘇」及び「界 川治」を賃借する予定です。 
やまぼうし投資事業有限責任組合は、株式会社星野リゾートホールディングスの株式の

93.6％を保有しています。 
 

(3) 資本関係 

株式会社星野リゾートは、本書の日付現在で、本投資法人の投資口のうち 2,025 口を所有し

ています。 
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第 5【投資法人の経理状況】 

 
 1. 財務諸表の作成方法について 

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 号。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、投資法人計算規

則に基づいて作成されています。なお、本財務諸表の作成基準日は平成 25 年 10 月 31 日であり、

その後生じた事象等は反映されていません。 
 

2.  監査証明について 

本投資法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期営業期間（平成 25
年 3 月 6 日から平成 25 年 10 月 31 日まで）の財務諸表について、太陽 ASG 有限責任監査法人の

監査を受けています。 
 

3.  連結財務諸表について 

本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。 
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1【財務諸表】 

(1)【貸借対照表】 

（単位：千円） 

 
当期 

（平成 25 年 10 月 31 日） 
資産の部  
流動資産  

現金及び預金 1,667,513 
前払費用 30,224 
未収消費税等 665,555 
繰延税金資産 21 
その他 525 
流動資産合計 2,363,839 

固定資産  
有形固定資産  

建物 14,258,255 
減価償却累計額 △112,766 
建物（純額） ※1  14,145,488 

構築物 7,315 
減価償却累計額 △429 
構築物（純額） ※1  6,885 

機械及び装置 83,801 
減価償却累計額 △2,409 
機械及び装置（純額） ※1  81,391 

土地 ※1  938,080 
有形固定資産合計 15,171,846 

無形固定資産  
借地権 64,549 
ソフトウエア 2,711 
無形固定資産合計 67,260 

投資その他の資産  
長期前払費用 65,520 
差入保証金 10,000 
投資その他の資産合計 75,520 

固定資産合計 15,314,626 
資産合計 17,678,466 
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（単位：千円） 

 
当期 

（平成 25 年 10 月 31 日） 
負債の部  
流動負債  

営業未払金 5,274 
短期借入金 ※1  717,780 
1 年内返済予定の長期借入金 ※1  155,002 
未払金 181,361 
未払法人税等 1,125 
前受金 126,874 
流動負債合計 1,187,419 

固定負債  
長期借入金 ※1  5,799,131 
預り敷金及び保証金 725,000 
固定負債合計 6,524,131 

負債合計 7,711,550 
純資産の部  
投資主資本  

出資総額 9,917,520 
剰余金  
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 49,396 
剰余金合計 49,396 

投資主資本合計 9,966,916 
純資産合計 ※2  9,966,916 

負債純資産合計 17,678,466 
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(2)【損益計算書】 

（単位：千円） 

 
当期 

自 平成 25 年 3 月 6 日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

営業収益  
賃貸事業収入 ※1, ※2  424,870 
営業収益合計 424,870 

営業費用  
賃貸事業費用 ※1, ※2  138,835 
資産運用報酬 48,854 
資産保管手数料 512 
一般事務委託手数料 2,646 
役員報酬 3,200 
その他営業費用 6,552 
営業費用合計 200,600 

営業利益 224,269 
営業外収益  
受取利息 56 
受取保険金 160 
営業外収益合計 216 

営業外費用  
支払利息 36,025 
創立費 15,000 
融資関連費用 41,899 
投資口交付費 10,660 
投資口公開関連費用 70,386 
営業外費用合計 173,972 

経常利益 50,512 
税引前当期純利益 50,512 
法人税、住民税及び事業税 1,137 
法人税等調整額 △21 
法人税等合計 1,116 
当期純利益 49,396 
前期繰越利益又は前期繰越損失（△） － 
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 49,396 
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(3)【投資主資本等変動計算書】 

（単位：千円） 

 
当期 

自 平成 25 年 3 月 6 日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

投資主資本  
出資総額  

当期首残高 － 
当期変動額  
新投資口の発行 9,917,520 
当期変動額合計 9,917,520 

当期末残高 ※1  9,917,520 
剰余金  
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）  
当期首残高 － 
当期変動額  
当期純利益 49,396 
当期変動額合計 49,396 

当期末残高 49,396 
剰余金合計  
当期首残高 － 
当期変動額  
当期純利益 49,396 
当期変動額合計 49,396 

当期末残高 49,396 
投資主資本合計  
当期首残高 － 
当期変動額  
新投資口の発行 9,917,520 
当期純利益 49,396 
当期変動額合計 9,966,916 

当期末残高 9,966,916 
純資産合計  
当期首残高 － 
当期変動額  
新投資口の発行 9,917,520 
当期純利益 49,396 
当期変動額合計 9,966,916 

当期末残高 9,966,916 
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(4)【金銭の分配に係る計算書】 

 （単位：円）

 
 当期 
 自 平成 25 年 3 月 6 日 
 至 平成 25 年 10 月 31 日 

Ⅰ 当期未処分利益 49,396,538 
Ⅱ 分配金の額 49,389,750 

（投資口 1 口当たり分配金の額） (2,439) 
Ⅲ 次期繰越利益 6,788 

分配金の額の算出方法 

本投資法人の規約第 37 条第 1 項に定める「租税特別措置

法第 67 条の 15 に規定される本投資法人の配当可能利益の

額の 100 分の 90 に相当する金額を超えて分配する」旨の

方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である 49,389,750
円を利益分配金として分配することとしました。なお、規

約第 37 条第 2 項に定める利益を超えた金銭の分配は行い

ません。 
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(5)【キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

 
当期 

自 平成 25 年 3 月 6 日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益 50,512 
減価償却費 115,800 
受取利息 △56 
支払利息 36,025 
融資関連費用 41,899 
投資口交付費 10,660 
投資口公開関連費用 70,386 
前払費用の増減額（△は増加） △30,224 
未収消費税等の増減額（△は増加） △665,555 
営業未払金の増減額（△は減少） 5,274 
未払金の増減額（△は減少） 181,361 
前受金の増減額（△は減少） 126,874 
その他 △525 
小計 △57,563 
利息の受取額 56 
利息の支払額 △36,025 
法人税等支払額 △11 
営業活動によるキャッシュ・フロー △93,544 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △15,287,451 
無形固定資産の取得による支出 △67,455 
預り敷金及び保証金の受入による収入 725,000 
差入保証金の差入による支出 △10,000 
投資活動によるキャッシュ・フロー △14,639,907 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 1,020,000 
短期借入金の返済による支出 △302,220 
長期借入れによる収入 5,892,580 
長期借入金の返済による支出 △45,867 
投資口の発行による収入 9,836,473 
分配金の支払額 － 
財務活動によるキャッシュ・フロー 16,400,966 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,667,513 
現金及び現金同等物の期首残高 － 
現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,667,513 
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（6）【注記表】 
［継続企業の前提に関する注記］ 
該当事項はありません。 

 
［重要な会計方針に係る事項に関する注記］ 

１．固定資産の減価償却

の方法 
① 有形固定資産 

定額法を採用しています。 
なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 
建物      41～52 年 
構築物     ２～19 年 
機械及び装置  ６～15 年 

② 無形固定資産 
定額法を採用しています。 

③ 長期前払費用 
定額法を採用しています。 

２．繰延資産の処理方法 ① 投資口交付費 
支出時に全額費用処理しています。 

② 創立費 
支出時に全額費用処理しています。 

３．収益及び費用の計上

基準 
固定資産税等の処理方法  
保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等につ

いては、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業

費用として費用処理する方法を採用しています。 
なお、不動産等の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った取得日を

含む年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず、当該不動産

等の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に算入

した固定資産税等相当額は、52,393 千円です。 
４．キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金及び随時引き出し可能な預金、並びに容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっています。 
５．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の処理方法  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

 
［貸借対照表に関する注記］ 
※１ 担保に供している資産及び担保を付している債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 
 （単位：千円）

 当期 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

建物 14,145,488 

構築物 6,885 

機械及び装置 81,391 

土地 938,080 

合計 15,171,846 
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担保を付している債務は次のとおりです。  
 （単位：千円）

 当期 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

短期借入金 717,780 

１年内返済予定の長期借入金 155,002 

長期借入金 5,799,131 

合計 6,671,913 

 
※２ 投資信託及び投資法人に関する法律第 67 条第４項に定める 低純資産額  

 （単位：千円）

 
当期 

（平成 25 年 10 月 31 日） 

 50,000 

 
［損益計算書に関する注記］ 
※１ 不動産賃貸事業損益の内訳 

 （単位：千円）

 当期 
自 平成 25 年３月６日 

至 平成 25 年 10 月 31 日 

A．不動産賃貸事業収益 

賃貸事業収入 

賃料収入 424,870

不動産賃貸事業収益合計 424,870

B．不動産賃貸事業費用 

賃貸事業費用 

保険料 1,954

修繕費 6,706

支払地代 7,392

減価償却費 115,605

その他費用 7,175

不動産賃貸事業費用合計 138,835

C．不動産賃貸事業損益 （A－B） 286,034
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※２ 主要投資主との取引 
 （単位：千円）

 当期 
自 平成 25 年３月６日 

至 平成 25 年 10 月 31 日 

営業取引によるもの 

賃貸事業収入 175,806

賃貸事業費用 3,752

 
［投資主資本等変動計算書に関する注記］ 
※１ 発行可能投資口総口数及び発行済投資口総数  

 当期 
（平成 25 年 10 月 31 日） 

発行可能投資口総口数 2,000,000 口 

発行済投資口総数 20,250 口 

 
［キャッシュ・フロー計算書に関する注記］ 
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （単位：千円）

 当期 
自 平成 25 年３月６日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

現金及び預金 1,667,513 

現金及び現金同等物 1,667,513 

 
［リース取引に関する注記］ 
オペレーティング・リース取引（貸主側） 
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

 （単位：千円）

 当期 
平成 25 年 10 月 31 日 

１年以内 1,450,000 

１年超 12,620,958 

合計 14,070,958 

 
［金融商品に関する注記］ 
１．金融商品の状況に関する事項 
（１）金融商品に対する取組方針 

本投資法人では、新たな運用資産の取得等に際し、投資口の発行、金融機関からの借

入又は投資法人債の発行等による資金調達を行います。 
デリバティブ取引については、借入金等から生じる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た運用に限るものとします。 
 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 
借入金の資金使途は、主に運用資産の取得資金及び既存の借入金の返済等です。これ

らの資金調達に係る流動性リスクや金利変動リスクについては、調達先の分散を図ると
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ともに、余剰資金の活用や投資口の発行等による資本市場からの資金調達等を含めた多

角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管理、限定しています。 
また、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、LTV を

低位に保ち、長期固定金利による借入の比率を高位に保つことで、金利の上昇が本投資

法人の運営に与える影響を限定的にしています。さらに、変動金利の上昇リスクを回避

し支払利息の固定化を進めるために、デリバティブ取引（金利スワップ取引等）をヘッ

ジ手段として利用できることとしています。 
預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等で信

用リスクに晒されていますが、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状

況を十分に勘案の上、預入期間を短期に限定して慎重に行っています。 
 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては、一定の前提条件を採

用しているため、異なる前提条件を用いた場合、当該価額が異なることもあります。 
 

２．金融商品の時価等に関する事項 
平成 25 年 10 月 31 日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりです。 
（単位：千円）

 貸借対照表計上額
（注１） 

時価 
（注１） 

差額 

（１）現金及び預金 1,667,513 1,667,513 －

（２）短期借入金 (717,780) (717,780) －

（３）１年内返済予定の長期借入金 (155,002) (155,430) 428

（４）長期借入金 (5,799,131) (5,839,388) 40,257
（注１） 負債となる項目については、（ ）で示しています。 
（注２） 金融商品の時価の算定方法 

（１）現金及び預金、（２）短期借入金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

（３）１年内返済予定の長期借入金、（４）長期借入金 
平成 25 年 10 月 31 日現在の長期借入金はすべて固定金利によるため、元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用され

る合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。 
（注３） 時価を算定することが困難と認められる金融商品 

預り敷金及び保証金は市場価格がなく、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的

にキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価評価の対象とはしていません。 
 （単位：千円）

 
貸借対照表計上額 

預り敷金及び保証金  725,000 

 
（注４） 金銭債権の決算日（平成 25 年 10 月 31 日）後の償還予定額 

 （単位：千円）

 
１年以内 

現金及び預金 1,667,513 

 
（注５） 借入金の決算日（平成 25 年 10 月 31 日）後の返済予定額 

（単位：千円）

 １年以内 
１年超 

２年以内 
２年超 

３年以内 
３年超 

４年以内 
４年超 

５年以内 
５年超 

短期借入金 717,780 － － － － － 

長期借入金 155,002 155,002 1,990,207 105,002 2,360,768 1,188,152 
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［有価証券に関する注記］ 
当期（平成 25 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
［デリバティブ取引に関する注記］ 
当期（平成 25 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
［関連当事者との取引に関する注記］ 
１．親会社及び法人主要投資主等 

当期（自 平成 25 年３月６日  至 平成 25 年 10 月 31 日） 
 

属性 
会社等の 
名称 

又は氏名 
住所 

資本金 
又は出資金 
（千円） 

事業の

内容 
又は 
職業 

議決権等

の所有 
（被所有）

割合 
（％） 

関係内容 
取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 
（注２） 

科目 
期末残高

（千円）

（注２）
役員の

兼任等

事業上の

関係 

親会社 
株式会社 

星野リゾート 
（注３） 

長野県 
北佐久郡 

100,000 
ホテル・

旅館業
100.0 － 親会社 私募設立

150,000 
（注４） 

－ －

主要 
投資主 

株式会社 
星野リゾート 
（注３） 

長野県 
北佐久郡 

100,000 
ホテル・

旅館業
10.0 － 

不動産等

の賃貸

不動産等

の購入 
7,600,000 － －

不動産等

の賃貸 
475,806 

前受金 52,500

預り敷金

及び保証金
300,000

土地の賃借 3,752 前払費用 1,067

（注１） 取引条件の決定については、市場の実勢に基づき価格交渉の上決定しています。 
（注２） 上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 
（注３） 取引時においては、議決権等の所有割合は 100.0％であり、親会社に該当していましたが、公募による新投資口の発行により、平成 25

年 10 月 31 日現在の議決権等の所有割合は、10.0％となっています。 
（注４） １口当たり 500,000 円にて、本投資法人の私募設立を行ったものです。 

 
２．関連会社等 

当期（自 平成 25 年３月６日  至 平成 25 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 
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３．兄弟会社等 
当期（自 平成 25 年３月６日  至 平成 25 年 10 月 31 日） 

 

属性 
会社等の 
名称又は 
氏名 

住所 

資本金 
又は 
出資金 

（千円） 

事業の

内容 
又は職業

議決権等

の所有 
(被所有)
割合 
（％） 

関係内容 
取引の 
内容 

取引金額 
（千円） 
（注２） 

科目 
期末残高

（千円）

（注２）
役員の

兼任等

事業上の

関係 

主要 
投資主の 
子会社 

株式会社 
星野リゾー

ト・八ヶ岳 

山梨県 
北杜市 

10,000 
ホテル・

旅館業
－ － 

不動産等

の賃貸

不動産等の

購入 
4,500,000 － －

不動産等の

賃貸 
416,330 

前受金 45,937

預り敷金 
及び保証金

262,500

主要 
投資主の 
子会社 

株式会社 
星野リゾー

ト・ワクワ

ク旅館 
（注３） 

沖縄県 
八重山郡 

10,000 
ホテル・

旅館業
－ － 

不動産等

の賃貸

不動産等の

購入 
1,350,000 － －

不動産等の

賃貸 
257,728 

前受金 28,437

預り敷金 
及び保証金

162,500

主要 
投資主の 
子会社 

合同会社 
浅間温泉 
開発 

長野県 
北佐久郡 

6,000 
ホテル・

旅館業
－ － なし 

不動産等の

購入 
600,000 － －

主要 
投資主の 
子会社 

有限会社 
那須アーバ

ンプロパテ

ィーズ 

長野県 
北佐久郡 

3,000 
ホテル・

旅館業
－ － なし 

不動産等の

購入 
950,000 － －

主要 
投資主の 
子会社 

株式会社星

野リゾー

ト・アセッ

トマネジメ

ント 

東京都 
中央区 

100,000 
投資 

運用業
－ 

兼任 
1 人 

資産運用

業務の

委託 

設立企画人

報酬 
15,000 － －

資産運用 
報酬 

78,854 未払金 51,297

（注１） 取引条件の決定については、市場の実勢に基づき価格交渉の上決定しています。 
（注２） 上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 
（注３） 株式会社星野リゾート・ワクワク旅館は平成 25 年 11 月１日付で株式会社星野リゾート・マネジメントに商号変更しています。 

 
４．役員及び個人主要投資主等 

当期（自 平成 25 年３月６日  至 平成 25 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
［税効果会計に関する注記］ 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

 （単位：千円）

 
当期 

平成 25 年 10 月 31 日 

繰延税金資産 

未払事業税損金不算入額 21

繰延税金資産合計 21

繰延税金資産の純額 21
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 
 （単位：％）

 
当期 

平成 25 年 10 月 31 日 

法定実効税率 36.59

（調整） 

支払分配金の損金算入額 △35.78

その他 1.40

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.21

 
［賃貸等不動産に関する注記］ 

本投資法人では、長野県その他の地域において、ホテル・旅館用の賃貸等不動産を有してい

ます。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。 
 （単位：千円） 
 当期 

自 平成 25 年３月６日 
至 平成 25 年 10 月 31 日 

貸借対照表計上額  

 

期首残高 － 

期中増減額 15,236,395 

期末残高 15,236,395 

期末時価 17,581,000 
（注１） 該当する賃貸等不動産の概要については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況 (2) 投資資産 

② 投資不動産物件」をご覧下さい。 
（注２） 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 
（注３） 賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額は「星のや 軽井沢」等６物件（合計 15,352,001 千円）の取得によるものであり、主

な減少額は減価償却（合計 115,605 千円）によるものです。 
（注４） 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。 

 
なお、賃貸等不動産に関する平成 25 年 10 月期（第１期）における損益は、前記「損益計算

書に関する注記」に記載のとおりです。 
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［セグメント情報に関する注記］ 
１．セグメント情報 

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 
２．関連情報 
（１）製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の 90％を

超えるため、記載を省略しています。 
（２）地域ごとの情報 

① 売上高 
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省

略しています。 
② 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％
を超えるため、記載を省略しています。 

（３）主要な顧客ごとの情報 
  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名

株式会社星野リゾート 175,806 不動産賃貸事業 

株式会社星野リゾート・八ヶ岳 153,830 不動産賃貸事業 

株式会社星野リゾート・ワクワク旅館（注） 95,232 不動産賃貸事業 
（注） 株式会社星野リゾート・ワクワク旅館は平成 25 年 11 月１日付で株式会社星野リゾート・マネジメントに商号変更してい

ます。 

 
［１口当たり情報に関する注記］ 

 
当期 

自 平成 25 年３月６日 
至 平成 25 年 10 月 31 日

１口当たり純資産額 
１口当たり当期純利益 

492,193 円

5,163 円

（注１） １口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後

１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。 
（注２） １口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 

 
当期 

自 平成 25 年３月６日 
至 平成 25 年 10 月 31 日

当期純利益（千円） 49,396

普通投資主に帰属しない金額（千円） －

普通投資口に係る当期純利益（千円） 49,396

期中平均投資口数（口） 9,566

 
［重要な後発事象に関する注記］ 
当期（平成 25 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
［退職給付に関する注記］ 
当期（平成 25 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 
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［持分法損益等に関する注記］ 
当期（平成 25 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
［資産除去債務に関する注記］ 
当期（平成 25 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
(7)【附属明細表】 
① 有価証券明細表 
（イ）株式 

該当事項はありません。 
 

（ロ）株式以外の有価証券 
該当事項はありません。 

 
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
 

③ 不動産等明細表のうち総括表                     （単位：千円） 

資産の種類 
当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

減価償却累計額 差引 
当期末 
残高 

摘要 又は償却

累計額 
当期 
償却額 

有 
形 
固 
定 
資 
産 

建物 － 14,258,255 － 14,258,255 112,766 112,766 14,145,488 

(注 1) 
構築物 － 7,315 － 7,315 429 429 6,885 

機械及び

装置 
－ 83,801 － 83,801 2,409 2,409 81,391 

土地 － 938,080 － 938,080 － － 938,080 

小計 － 15,287,451 － 15,287,451 115,605 115,605 15,171,846  

無 
形 
固 
定 
資 
産 

借地権 － 64,549 － 64,549 － － 64,549  

その他 － 2,906 － 2,906 194 194 2,711  

小計 － 67,455 － 67,455 194 194 67,260  

合計 － 15,354,907 － 15,354,907 115,800 115,800 15,239,106  

（注１） 当期増加額は、主に星のや軽井沢、リゾナーレ八ヶ岳、界松本、界出雲、界伊東、界箱根の取得によるものです。 

 
④ その他特定資産の明細表 

該当事項はありません。 
 

⑤ 投資法人債明細表 
該当事項はありません。 
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⑥ 借入金明細表 
（単位：千円）

 区  分 当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額

当期末 
残高 

平均利率

（％） 
(注 1) 

返済 
期限 

返済 
方法 

使途 摘要 
 借入先 

短 
期 
借 
入 
金 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 － 720,000 300,000 420,000 0.91
平成 26 年 
７月 16 日 

期限一括 (注２)
有担保

無保証(注
３) 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策投資銀行 
株式会社三井住友銀行 

－ 300,000 2,220 297,780 0.84
平成 26 年 
７月 16 日 

(注４) (注２)
有担保

無保証(注
３) 

短期借入金合計 － 1,020,000 302,220 717,780     

長 
期 
借 
入 
金 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社三井住友銀行 

－ 2,000,000 14,795 1,985,205 1.44
平成 28 年 
７月 16 日 

(注５) (注２)
有担保

無保証(注
３) 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策投資銀行 
株式会社三井住友銀行 

－ 2,600,000 19,234 2,580,766 1.93
平成 30 年 
７月 16 日 

(注６) (注２)
有担保

無保証(注
３) 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策投資銀行 
株式会社三井住友銀行 

－ 1,400,000 11,838 1,388,162 2.46
平成 32 年 
７月 16 日 

(注７) (注２)
有担保

無保証(注
３) 

長期借入金合計 － 6,000,000 45,867 5,954,133     

（注１） 平均利率は、日数による期中加重平均を記載しています。 
（注２） 当該借入れの使途は、不動産の取得及び関連費用の支払です。 
（注３） 「星のや 軽井沢」の建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しました。ま

た、「リゾナーレ八ヶ岳」、「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊東」及び「界 箱根」の本投資法人が所有する土地及び建物に根抵当

権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しました。 
（注４） 平成 25 年 10 月 31 日を初回とし、以降平成 26 年１月及び４月の各末日に 1,875 千円（ただし、初回は総額金 2,220 千円）を返済し、

終返済期日に残元本総額金 294,030 千円を返済する予定です。 
（注５） 平成 25 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月

となる場合には直前の営業日とします。）に 25,000 千円（ただし、初回は総額金 14,795 千円）を返済し、 終返済期日に残元本総額

金 1,860,205 千円を返済する予定です。 
（注６） 平成 25 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月

となる場合には直前の営業日とします。）に 32,500 千円（ただし、初回は総額金 19,234 千円）を返済し、 終返済期日に残元本総額

金 2,288,266 千円を返済する予定です。 
（注７） 平成 25 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の各末日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月

となる場合には直前の営業日とします。）に 20,001 千円（ただし、初回は総額金 11,838 千円）を返済し、 終返済期日に残元本総額

金 1,128,149 千円を返済する予定です。 
（注８） 長期借入金の貸借対照表日以後５年以内における１年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。 

（単位：千円） 

 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

長期借入金 155,002 155,002 1,990,207 105,002 2,360,768 

合計 155,002 155,002 1,990,207 105,002 2,360,768   
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2【投資法人の現況】 

(1)【純資産額計算書】 

（平成 25 年 10 月 31 日現在） 
 金   額 

Ⅰ．資産総額 17,678 百万円

Ⅱ．負債総額 7,711 百万円

Ⅲ．純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,966 百万円

Ⅳ．発行済数量 20,250 口

Ⅴ．1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 492,193 円

(注) 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】 

a. 借入れの状況 
本投資法人は、本書の日付現在、以下の借入れを行っています。 

区分 借入先 利率 
借入 
金額 

終返済期日(注) 

短期 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 

基準金利

（全銀協 3
か月日本円

TIBOR）＋

0.60％ 

2.9 億円 平成 26 年 7 月 16 日 

長期 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社三井住友銀行 

1.44478％ 19.8 億円 平成 28 年 7 月 16 日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 
1.92875％ 25.8 億円 平成 30 年 7 月 16 日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社三井住友銀行 
2.45886％ 13.8 億円 平成 32 年 7 月 16 日 

(注) 当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。 

 
b. 借入れの予定 

本投資法人は、取得予定資産の取得資金の一部に充当するため、下記の借入れを行う予

定です。ただし、当該借入れは、別途定められる貸出前提条件を全て充足することに加え、

下記「借入先」欄記載の各金融機関による貸出審査手続における決裁の完了等を条件とし

ます。 
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本借入れの内容は、以下のとおりです。 

借入先 
借入予定額 

(注 2) 
利率 
(注 3) 

終返済期日 
(注 3) 

返済方法 
(注 3) 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
10 億円 

基準金利（全銀協

1 か 月 日 本 円

TIBOR）＋0.75％

平成 27 年 
5 月 1 日(注 4) 

期限一括返済 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策

投資銀行 
株式会社三井住友

銀行 

6 億円 
基準金利（全銀協

1 か 月 日 本 円

TIBOR）＋0.75％

平成 27 年 
5 月 1 日(注 4) 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
株式会社足利銀行 
株式会社静岡銀行 

10 億円 
基準金利に 0.7%
を加えた利率 
(注 5) 

平成 29 年 
5 月 2 日(注 4) 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策

投資銀行 
株式会社三井住友

銀行 

11 億円 
基準金利に 1.0%
を加えた利率 
(注 5) 

平成 31 年 
5 月 2 日(注 4) 

株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行 
株式会社日本政策

投資銀行 
株式会社三井住友

銀行 

13 億円 
基準金利に 1.3%
を加えた利率 
(注 5) 

平成 33 年 
4 月 30 日(注 4) 
 

各利払日（平成 26
年 10 月 31 日を初回

とし、以降 4 月及び

10 月の末日(注 4)）
にローン金額に 35
分の 1 の年率を乗じ

た額に相当する金額

を分割返済（アモチ

ゼーション）し、残

額を 終返済期日に

一括返済します。 
(注 1) 本借入れに関し金融機関が発行した融資関心表明書の記載に基づいて記載しています。実際に借入れが行われるこ

とが保証されているものではありません。 
(注 2) 借入予定額は、融資関心表明書記載の借入れの上限額及び融資関心表明書が参照するタームシートを基に、平成 26

年 3 月 24 日時点の東京証券取引所における普通取引の終値を基準として算出した本募集における発行価額の総額の

見込額及び本件第三者割当における発行価額の総額の見込額に基づいて本資産運用会社が算出した試算値です。実

際の借入金額は、本募集及び本件第三者割当の発行価額の決定後に締結する予定の金銭消費貸借契約により決定し、

本募集における発行価額の総額及び本件第三者割当における発行価額の総額等により変動することが見込まれます。 
(注 3) 借入先、利率、 終返済期日及び返済方法は、融資関心表明書の内容を記載しています。実際の借入先、利率、

終返済期日及び返済方法は上記と異なる可能性があります。 
(注 4) 当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。なお、借

入実行日は平成 26 年 5 月 2 日を予定しています。 
(注 5) 「基準金利」とは、借入実行日から 終返済期日までの期間に対応したスワップレート（オファード・レート）に

同期間に対応した T/L スプレッド（オファード・レート）に 365 を乗じて 360 で除した数値を加算した利率です。 

 
 

第 6【販売及び買戻しの実績】 
 

計算期間 販売日 
販売口数 
（口） 

買戻し口数 
（口） 

発行済口数

（口） 

第 1 期 
（自 平成 25 年 3 月 6 日 

至 平成 25 年 10 月 31 日） 

平成 25 年 3 月 6 日 300 － 300

平成 25 年 7 月 11 日 19,000 － 19,300

平成 25 年 8 月 12 日 950 － 20,250
(注 1) 本邦外における販売及び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買戻しの実績はありません。 
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独立監査人の監査報告書 

 

  平成26年１月22日

星野リゾート・リート投資法人   

 役  員  会  御  中  

 

 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 遠藤 了   印 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 泉 淳一   印 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 岩﨑 剛   印 

 
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法
人の経理状況」に掲げられている星野リゾート・リート投資法人の平成25年３月６日から平成25年
10月31日までの第１期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変
動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について
監査を行った。 
 
財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我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財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。 
 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の財務諸表が、我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、星野リゾート・リート投資法人の平成25年10月31日現在の財産の状態並びに同日をも
って終了する計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。 
 
利害関係 
 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 
 

以 上

（注１）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は本投資法人が別途保管しております。 

（注２）財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
 



オファリング・スケジュール（発行価格等決定日が、平成26年4月22日（火）の場合）

平成26年 4月／5月
日 月 火 水 木 金 土

4/1 2 3 4 5

有価証券届出書
提出日

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

申込期間発行価格等
決定日

27 28 29 30 5/1 2 3

払込期日 受渡期日

4 5 6 7 8 9 10

需要状況等の把握期間

需要状況等の把握期間

（注1）  需要状況等の把握期間は、平成26年4月18日（金）から、最短で平成26年4月22日（火）まで、最長では平成26年4月24日（木）までを予定しています。
（注2）  発行価格等の決定期間は、平成26年4月22日（火）から平成26年4月24日（木）までを予定していますが、上記表は発行価格等決定日が平成26年4月22日（火）

の場合を示しています。なお、
①発行価格等決定日が平成26年4月22日（火）の場合、
　　申込期間は上記申込期間のとおり、払込期日は上記払込期日のとおり、受渡期日は上記受渡期日のとおり
②発行価格等決定日が平成26年4月23日（水）の場合、
　　申込期間は「平成26年4月24日（木）から平成26年4月25日（金）まで」、払込期日は「平成26年5月1日（木）」、受渡期日は「平成26年5月2日（金）」
③発行価格等決定日が平成26年4月24日（木）の場合、
　　申込期間は「平成26年4月25日（金）から平成26年4月28日（月）まで」、払込期日は「平成26年5月2日（金）」、受渡期日は「平成26年5月7日（水）」
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