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3,599 円

1,922 百万円

56,132 百万円

1,111 百万円

3,492 円

29,458 百万円

1,018 百万円

3,315 円

104,099 円

　投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこ
ととお慶び申し上げます。
　まずは、このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患
された方々の一刻も早い回復をお祈りいたしますととも
に、医療従事者の方々の献身に心より敬意を表します。

　本投資法人はこの度、第８期(2020年８月1日～2021年１月31日)の決算を無事終えることができま
した。これもひとえに投資主の皆様のご理解とご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

　2021年1月期は、GoToトラベルやGoToEat（イート）などにより、一時は景気回復の兆しが見えたも
のの、その後新型コロナウイルス感染症が再び拡大し、2021年1月には2度目の緊急事態宣言が発令さ
れるなど、日本経済にとっては不安定かつ不透明な状況が続きました。
　このような状況下、本投資法人の運用資産においては、底地・暮らし密着型商業施設の強みである安定
性が発揮され、賃料減免や解約による収支影響は小幅に留まり、1口当たり分配金は3,599円と、前回予
想に対し110円増額をさせていただくことができました。
　商業施設においては、現場でのオペレーション力が運用資産の価値を大きく左右するため、今後も新
型コロナウイルス感染症の影響及び市場動向を注視し、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えて次な
る成長に向けて迅速かつ適切に対応する所存です。

　また、近年はESGの観点を長期的な経営指標に位置づけ、より積極的な取組みを推進していく姿勢が
求められております。本投資法人では、商業施設の地域における役割を強く意識した取組みが評価され、
2020年7月に取得したtonarie大和高田とtonarie栂・美木多に続いて、2021年2月にはtonarie南千里
とtonarie清和台においても、DBJ Green Building認証を取得することができました。本投資法人は今
後も商業施設の運営を通じた社会貢献を推進してまいります。

　本投資法人の着実な成長に向けて、今後も投資主の皆様をはじめステークホルダーの皆様のご支援・
ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

営業収益

総資産

営業利益

純資産

当期純利益

1口当たり
純資産

8th Financial Highlights
第8期　決算ハイライト（2020年8月1日～2021年1月31日）

To Our Investors
投資主の皆様へ
エスコンジャパンリート投資法人 執行役員
株式会社エスコンアセットマネジメント 代表取締役社長

大森　利
1口当たり分配金 第9期予想分配金 第10期予想分配金

Contents
決算ハイライト    2
投資主の皆様へ    3
トップインタビュー    4
スポンサーサポート    8
ESGレポート    10
Ⅰ  資産運用報告    12
Ⅱ  貸借対照表    30
Ⅲ  損益計算書    32
Ⅳ  投資主資本等変動計算書    33
Ⅴ  注記表    34

Ⅵ  金銭の分配に係る計算書    45
Ⅶ  独立監査人の監査報告書    46
Ⅷ  キャッシュ・フロー計算書（参考情報）    48
ポートフォリオ
　ポートフォリオサマリー    50
　取得資産一覧    50
　ポートフォリオマップ    51
　保有物件一覧    52
投資主インフォメーション    58



-3% 2%
8%

-8% -2% -4% -1% -3%

-28%

-69%

-61%

-15%
-18% -19% -22%

-2%
-11% -14%

-25%

-2% -2% 5%
-4%
11%

-8% -4% 2% -4%
-11%

-1% 3% 5% 5%
-2%

7% 7% 8% 8%

2020年
5月 

2020年
3月 

2020年
9月 

2020年
7月 

2021年
1月 

2020年
11月 

2020年
1月 

日本ショッピングセンター協会 EJR平均

2019年
9月 

2019年
7月 

2019年
11月 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

●

2020/4/7
第1回緊急事態宣言発令
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第1回緊急事態宣言発令

●

2021/1/8
第2回緊急事態宣言発令

2021/1/8
第2回緊急事態宣言発令

パレマルシェ⻄春の賃貸住宅（52件）を除きます。※1

新たな減賃
要請

減賃要請へ
の対応

新たな支払
猶予要請

前期支払猶
予の回収率

解約・退去
テナント

新規誘致
テナント

解約・退去
テナント

新規誘致
テナント

8件 3件、1万7千円 0件 100% 3件 4件 2件 1件

第8期のテナントからの新たな賃料減免・猶予要請、解約・退去、新規誘致の状況※1 第9期の足元※2の状況※1

2021年2月1日以降、2021年3月5日現在の状況です。※2

保有物件※の売上高前年同月比

2020年8月 
HOLOHOLOKITCHEN

契約

（千円）

月額賃料稼働率

100%

2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月

2020年12月
シャディサラダ館
契約更新

2020年10月
DEMI DELI FARM

契約

2020年12月
八百屋マスカット
契約更新

2021年1月
エディオン
増床・契約更新
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（株式会社エスコンプロパティ tonarie清和台 本田運営管理室長
（コメント・写真中央）、乳製品アンテナショップを全国初出店した
「DEMI DERI FARM」ミルクソムリエの清原店長（写真左）、「川⻄源
氏うどん」実売店1号店の「モーランディーコ」小原店長（写真右）と
ともにtonarie清和台にて撮影）

テナントからの月額賃料・共益費の入金ベースで記載しています。※

お客様やテナント様との交流を深めて、暮らしに必要な店舗
を誘致し、将来地域を支える起業家を応援しています。発展
に欠かせないものは地域の家族、テナント様が家族です！
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前年同月と比較可能な売上開⽰物件（底地除く）の売上高から算出しています。　（出所）一般社団法人日本ショッピングセンター協会 SC販売統計調査報告※

　エスコンジャパンリート投資法人は設立当初から『暮らし密着型商業施設』とその『底地』を主要な運
用資産としています。長引く新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」といいます。）の影響下におい
ても、『暮らし密着型商業施設』及び『底地』の底堅さが投資家の皆様に評価され、本投資法人の投資口価
格は、当期（第8期）においても堅調に推移いたしました。
　当期におけるテナント様からの新たな減賃の要請は限定的で、総額1万7千円のみの減賃対応を行い
ました。前期の減賃対応の総額約470万円と比較して、新型コロナの影響は弱まる傾向となりました。
　下図のグラフは、日本ショッピングセンター協会から公開されています全国のショッピングセンターを
サンプル抽出し、前年同月比の売上推移を表したデータ（以下、「日本SCデータ」といいます。）に対して、本
投資法人の保有物件の前年同月比の売上推移を比較したものです。
　新型コロナの影響により、商業施設は一律に不振な状況にあると思われがちですが、このグラフから
は国内の商業施設全体の状況と比較して、本投資法人の保有物件は比較的安定的な売上を保てている
ことがお分かりいただけると思います。
　2020年4月の第1回緊急事態宣言発令時の日本SCデータが△（マイナス）69％と大きな売上減となっ
たことに対して、本投資法人は△11%に留まりました。更に、2021年1月の第2回緊急事態宣言発令時で
は、日本SCデータでは△25％となりましたが、本投資法人は＋8％と前年同月を超える売上となりました。

Top Interview
トップインタビュー

第8期における新型コロナウイルス感染症の影響について　　
教えてください。

　日本SCデータの落ち込みは、新型コロナ感染者の増加に
より、広域商圏の大型ショッピングセンターや都心の
ファッションビル等で外出自粛傾向が見られ、外国人観光
客が減少したことも伴って、客数減が顕著となったことが
原因と考えられます。本投資法人の商業施設の場合、地域の
皆様を中心とした生活必需品をお買い求めになる根強い支
持が継続し、コロナ禍においても安定した売上となったも
のと考えております。
　事例として、当期中に稼働率を99.1％から100％へ向上
したtonarie清和台が挙げられます。暮らし密着型商業施
設の強みを活かし、コロナ禍においても、テナント様へのき
め細かな対応により、空室のダウンタイムを最小限に留め、
新規テナント誘致、増床、増賃により、着実に内部成長を実
現しています。

tonarie清和台における第8期の稼働率・賃料推移

エスコンジャパンリート投資法人 執行役員
株式会社エスコンアセットマネジメント 代表取締役社長

大森　利
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携帯電話会社による催事

「思い出横丁」の催事
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第6期実績※2  

10 

7 
第7期実績  

9 

13 

第8期実績

催事収入歩合変動賃料
1.4%

固定賃料
98.6%

単位：百万円

11 

底地地代を含めた28物件中の割合

変動賃料には歩合賃料（売上連動賃料）及び
催事収入（催事による収入）を含みます。

※1 第6期時点では、tonarie大和高田、tonarie栂・美木多は本投資法人の所有物件でありませんが、第7期
との比較のため、当該2物件の実績値を第6期実績に計上して表⽰しています。

※2

上場会社
94.4%

非上場会社
5.6%

食品
35.8%

家電
33.1%

ホーム
センター
9.9%

インテリア
5.9%

衣料
5.5%

飲食
5.4%

物販
3.2%

サービス
1.2%

賃貸人が非上場会社の底地物件
1 TSUTAYA堺南店（物販）2ワンカルビ春日（飲食）3 資さん春日（飲食）

賃貸人が上場会社の底地物件
1 ラ・ムー北津守店（食品）
2 山陽マルナカ水谷店（食品）
3 ライフ大仙店（食品）
4 マックスバリュ桔梗が丘東店（食品）
5 ミスターマックス春日（食品）
6 ケーズデンキおゆみ野店（家電）
7 ケーズデンキ西神戸店（家電）
8 ケーズデンキ倉敷店（家電）
9 ケーズデンキ春日（家電）

10 ナフコ春日（ホームセンター）
11 ニトリ土浦店（インテリア）
12 ニトリ今市店（インテリア）
13 ユニクロ春日（衣料）
14 Avail.しまむら春日（衣料）
15 くら寿司春日（飲食）
16 こんぴら丸春日（飲食）
17 マクドナルド（あすみが丘）（飲食）
18 スシロー（あすみが丘）（飲食）
19 au-SoftBank春日（サービス）
20 ドコモショップ春日（サービス）

地代
ベース

地代
ベース
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　まず、本投資法人の賃料構成についてですが、固定賃料が全体
の98.6％を占めており、変動賃料は僅か1.4％となっております。
この変動賃料には、テナント様の売上に連動する賃料である「歩合
賃料」と催事による「催事収入」が含まれます。
　催事は、携帯電話会社によるキャンペーンや、イベント会社の企
画による地域物産展やテーマ性のある「思い出横丁」や「鉄道忘れ
物市」など、バラエティに富んだものが開催されており好評をいた
だいております。ソーシャルディスタンス等に配慮して実施した結
果、コロナ禍においても、当期の催事収入は前期比33％の増収と
なりました。
　今後も新型コロナの影響を注視しながら、暮らし密着型商業施
設の地域におけるコミュニティ創生の役割も強く意識し、地域の皆
様に必要とされる施設運営を実現していきたいと考えております。

商業施設ではイベントや催し物が新型コロナウイルス感染症  
の影響で実施できず、賃料収入は落ちているのでしょうか。

Q

A

　現在、本投資法人の運用資産28物件中、『暮らし密着型商業施設』が7物件、『底地』は21物件となって
おります。更に「あすみが丘ブランニューモール」の駐車場の一部を底地として2テナントに賃貸して
おり、これを加えて、『底地』テナントは全部で23件になります。この23件の『底地』テナントは、借地人
の高いテナントクレジットと新型コロナの影響を受け難いテナント構成となっており、当期中も売上
は例年並みか向上している先が大半で、地代の支払猶予や賃料減免要請は一切ありませんでした。

エスコンジャパンリート投資法人の特徴である『底地』に対する
新型コロナウイルス感染症の影響について教えてください。

Q

A

　資産の約半分という高い割合で『底地』を保有しているJ-REITは本投資法人だけですが、この『底地』の安定感
がコロナ禍において発揮されたことが、本投資法人の安定した分配金と投資口価格推移を保っている要因の
一つであると考えています。

2021年1月31日現在（第8期実績）における割合を記載しています。底地にはあすみが丘底地2物件を含んで算出しています。※

底地のテナント構成※

　今後も1,000億円規模への成長を中期目標に、スポンサーの日本エスコンの開発による、Eコマース、
新型コロナの影響が少ない食品スーパー、ドラッグストアを核テナントとした暮らし密着型商業施設及
び商業底地を中心とした外部成長を継続したいと考えています。
　前期からのスポンサーのパイプライン物件は5物件増加となりました。今後、スポンサーが中部電力の
連結子会社となる予定から、本投資法人としては、更にスポンサーによる物件の開発規模・機会が増加す
ることに期待しています。引き続き、マーケット環境を見定めながら、継続的な成長を実現してまいります。

今後の成長戦略を教えてください。Q

A

トップインタビュー

ソヨカふじみ野

KoLuTeNa I

クスリのアオキ斑鳩店(底地）

その他14物件※

（底地4物件・
土地建物10物件）

※ 5物件増加

ドラッグユタカ向日上植野店(底地）

トライアル近江八幡店(底地）

ウエルシア武庫元町店(底地）
tonarie大和高田
(持分50％)

tonarie栂・美木多
(持分50％)

中電不動産
（ウェアハウジング）

中電不動産
（ウェアハウジング）

中電不動産
（ウェアハウジング）

中電不動産
（ウェアハウジング） 中電不動産

（ウェアハウジング）

現状のパイプライン（優先交渉権付与）22物件



新球場外観イメージ 駅前完成イメージ
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情報提供
優先買取権
及び優先
交渉権付与

ウェア
ハウジング

再開発
サポート

環境配慮
技術等

PMBM
業務

リーシング
サポート

人的
サポート

セイム
ボート
出資

シンボル
マークの
使用許諾

日本エスコン ● ● ● ● － ● ● ● ● ●

中部電力 ● － － － ● ● － － － ●

中電不動産 ● － ● － ● ● ● ● ● ●

●パイプライン情報提供 ●パイプライン情報提供

●再開発サポートによる
アセットリサイクル

●環境配慮技術及び
エネルギーコスト低減に
関するノウハウの提供

スポンサーサポート契約
●4.8%のセイムボート出資
●優先買取権／交渉権付与

サポート契約
●セイムボート出資検討
●ウェアハウジング

●中電不動産への出向

●議決権割合33%出資、取締役の就任、日本エスコングループへの出向

不動産事業の共同プロジェクト推進

本投資法人

スポンサー

不動産開発ノウハウ

サポート会社

中部電力グループ

中部電力
中電不動産

（中部電力100%子会社）

2020年12月 日本エスコンが北海道北広島駅『駅西口エリア活性化事業』 パートナー企業優先交渉権を獲得

　日本エスコンは、北海道北広島市が進めるＪＲ北広島駅周辺市有地での『駅⻄口周辺エリア活性化事業』について、
北広島市より当該事業のパートナー企業として優先交渉権者に選定されました。ＪＲ北広島駅周辺は、北海道日本
ハムファイターズの新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO（エスコンフィールド北海道）」（2023年開業予定）を核とす
る北海道ボールパークＦビレッジの大型開発が進められており、日本エスコンは当該ボールパーク構想におけるホテル
等の総合的な不動産開発に参画するとともに新球場に係るネーミングライツを取得しています。

Sponsor Support
スポンサーサポート

事業エリアの相互補完 2019年3月日本エスコン名古屋支店開設
双方エリア（中部、関⻄）にて事業を展開

中電グループ所有不動産の
有効活用

中電不動産が所有する愛知県一宮市における不動産について
中電不動産と共同事業を開始

次世代スマートハウス・ 
コネクティッド・ホーム等の 
共同研究実施

中電不動産と共同事業として取り組みを予定している大阪府
吹田市藤⽩台（国立循環器病センター跡地）において次世代を
見据えた複合開発に着⼿

共同プロジェクトの推進
５プロジェクトを中電不動産と共同事業
中部エリア4件(⽩壁、⽩壁Ⅱ、⻄一宮、掛川)
近畿エリア1件(吹田市藤⽩台)

日本エスコン開発物件の 
売却先候補

中電不動産へウェアハウジング機能を利用し日本エスコン保
有物件を売却（2019年9月中電不動産、EJR、 エスコンアセット
マネジメント3社間によるサポート契約締結）

人事交流 2019年4月より日本エスコン社員2名が中電不動産へ出向、
2019年3月に中部電力より取締役1名が就任

独⽴性の担保 日本エスコンならではのスピードを活かした事業展開継続

長野岐阜

富山　　　　　　　
石川

福井

愛知 静岡

山梨

日本エスコン
名古屋支店

4 静岡県掛川市
中電不動産との共同事業 分譲事業

長野県北佐久郡軽井沢町
分譲事業3 愛知県一宮市

中電不動産との共同事業 分譲事業

1 名古屋市東区白壁

中電不動産との共同事業 分譲事業
2 名古屋市東区白壁 II

5 大阪府吹田市藤白台５丁目
中電不動産との共同事業 商業開発等

岐阜県岐阜市蕪城町
分譲事業 共同事業以外の中部エリア開発

共同事業以外の中部エリア開発

岐阜県岐阜市金町8丁目 新規

北海道日本ハムファイターズの新球場
周辺街づくりへの参画、球場ネーミン
グライツを取得「ES CON FIELD 
HOKKAIDO ( エスコンフィールド
北海道 ) 」誕生、2023年開業予定

駅⻄口周辺エリア活性化計画（市有地）
A 駅前広場 11,509.58㎡
B 北広島市栄町2丁目1番 5,514.00㎡
C 広島市北進町1丁目5番2 3,395.02㎡
D 広島市北進町1丁目1番2他 3,396.00㎡

●

Map data ©2019 Google

札幌駅 北広島駅

新千歳空港

札幌から約16分
新千歳空港から約20分

札幌から約30分
新千歳空港から約30分

　2021年2月24日、日本エスコンは同社の取締役会において、中部電力を割当予定先として第三者割当による
新株式の発行を行うこと等を決議しました。これにより、本第三者割当増資が実行された場合（2021年4月5日
予定）、中部電力は日本エスコンの議決権の51.5％（2020年12月末日現在の議決権総数を基として見込まれる
割合）を保有し、日本エスコンの親会社となるとともに、本資産運用会社の親会社の更なる親会社（特定関係法
人）となる予定です。

特定関係法人の異動予定（中部電力）

トピックス

日本エスコンと中部電力との資本業務提携による取組み状況

業務提携の内容

ホテル等不動産
開発予定地
約9,400㎡

日本エスコンは2018年8月に中部電力と資本業務提携契約を締結、同社の持分法適用会社となり、約2年半
が経過しました。
中部電力グループとの資本業務提携によるシナジー効果が様々な面で発揮されてきています。
2021年2月には日本エスコンが中部電力を割当先とする第三者割当増資の実施予定について公表されま
した。実行された場合（2021年4月5日予定）、中部電力は日本エスコンの親会社となる見込みです。

●

●
●
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株主総会

取締役会

代表取締役社長
コンプライアンス委員会

REIT運用部

投資運用委員会

内部監査部

監査役

ファンド運用部 財務管理部

内部管理態勢改善室

コンプライアンス部

外部認証の取得

ESG Report
ESGレポート

　本投資法人は食品スーパーをメインテナントとする駅前のショッピングモールなど日々地域の皆様に使っ
ていただく暮らしに密着した商業施設とその底地への投資を中心としています。
「暮らし密着型商業施設」は少子高齢化が進む日本において、地域コミュニティの中心としての役割だけでな
く、自然災害時のインフラとしての機能も担っており、その機能は将来的に更に重要度を増すものと考えてお
ります。
　不動産の運用者としてのアセットマネジメント会社ができることは数多くありますが、私たちは、商業施設
運営のプロフェッショナルとして、環境に対する配慮、社会への貢献及び組織のガバナンス強化におけるサス
ティナビリティ（持続可能性）の向上が投資主価値向上に寄与することを認識し、この重要課題（マテリアリ
ティ）について、日々中長期的な視点で考えながら、企業活動を行ってまいります。

E 環境

G ガバナンス

　あすみが丘ブランニューモールでは、地下水膜濾過システムを導入し、環境負荷低減と持続可能な社会の
実現に貢献しています。

ESGにおけるトップコミットメント

　本投資法人は、2020年7月の2物件に続けて、2021年2月にも2物件についてDBJ Green Building認証
(three stars)を取得し、合計4物件について認証を取得しております。

物件名 評価ランク 認証取得年月日

tonarie大和高田 (three stars) 2021年7月27日

tonarie栂・美木多 (three stars) 2021年7月27日 

tonarie南千里 (three stars) 2021年2月19日

tonarie清和台 (three stars) 2021年2月19日 
tonarie大和高田 tonarie栂・美木多

① 災害時における給水ライフラインの確保による事業継続性の向上
② 災害時における地域住民への飲料水無償提供予定
③ 地下水膜濾過システムによる公共水道使用量の削減

　tonarie4物件及びあすみが丘ブランニューモールの共用部にLED照明を導入、電気使用量の削減に取り
組んでいます。

認知症サポート商店街の認定
　tonarie清和台では認知症の高齢者の方にも優しい地域づくりに取り組んでおり、全テナントが認知症
サポーター講座を受講し、兵庫県より「認知症サポート商店街」として認定されました。

当期純利益に連動させた運用報酬体系
　本投資法人は、総資産に連動した資産運用報酬に加えて、税引前当期純利益に連動させた資産運用報酬を導入
しています。
　税引前当期純利益に連動させた報酬体系を導入することにより、投資主と本資産運用会社が、利益向上に向
けた目標目線を合わせることが可能になると考えています。

コンプライアンス体制
　本投資法人の資産運用会社である株式会社エスコンアセットマネジメントの組織体制は次のとおりです。

従業員の職場環境向上への取組み
①  テナントの従業員の職場環境向上を目的に、テナント従業員向け休憩室の設置やリニューアル等を行ってい
ます。（tonarie南千里、tonarie清和台、あすみが丘ブランニューモール、tonarie大和高田、tonarie栂・ 美木多）

② 資産運用会社によるワークライフバランス重視の職場環境づくりを推進しています。
　 （部活動、ノー残業デー、ストレスチェック、産業医による健康相談等の導入）

S 社会

歳末大抽選会 鬼のお面の紙皿アート展⽰ 開業2周年イベント 新年初笑いパール成人式

tonarie南千里 tonarie清和台

DBJ Green Building認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産（「Green Building」）を支援す
るために、2011年４月に株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が創設した認証制度です。対象物件の環
境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた
総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取組みを支援しています。
認証による評価ランクについては、次のとおり5段階あります。

（five stars）国内トップレベルの卓越した「環境・社会への配慮」がなされた建物、（four stars）極
めて優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物、（three  stars）非常に優れた「環境・社会への
配慮」がなされた建物、（two  stars）優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物、（one  stars）
十分な「環境・社会への配慮」がなされた建物

　暮らしに密着した商業施設「tonarie」等において、地域の皆様やテナント参加型の各種イベントの開催や
社会貢献活動を行い、地域の活性化やコミュニティ創生への貢献を目指します。

地域の皆様やテナント参加型の各種イベントの開催



Ⅰ 資産運用報告

資産運用の概況
1.	投資法人の運用状況等の推移

期 別
第4期

自	2018年 5 月 1 日
至	2019年 1 月31日

第5期
自	2019年 2 月 1 日
至	2019年 7 月31日

第6期
自	2019年 8 月 1 日
至	2020年 1 月31日

第7期
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

第8期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

営業収益 千円 629,678 1,434,550 1,544,087 1,902,342 1,922,505
（うち不動産賃貸事業収益） 千円 （629,678）（1,434,550）（1,544,087）（1,902,342）（1,922,505）

営業費用 千円 320,310 446,863 580,615 791,565 810,973
（うち不動産賃貸事業費用） 千円 （254,944） （384,663） （434,141） （656,673） （653,550）

営業利益 千円 309,367 987,686 963,472 1,110,777 1,111,531
経常利益 千円 263,522 672,040 883,596 971,159 1,019,510
当期純利益 千円 262,810 671,435 882,971 970,488 1,018,571
総資産額 千円 11,668,251 45,346,593 45,486,454 56,068,282 56,132,273
（対前期比） ％ 1.0 288.6 0.3 23.3 0.1

純資産額 千円 4,886,644 23,613,887 23,824,964 29,410,260 29,458,203
（対前期比） ％ 2.1 383.2 0.9 23.4 0.2

有利子負債額 千円 6,300,000 19,820,000 19,820,000 24,430,000 24,430,000
出資総額 千円 4,621,655 22,941,238 22,941,238 28,439,581 28,439,581
発行済投資口の総口数 口 48,649 237,000 237,000 282,982 282,982
1口当たり純資産額 （注5） 円 100,446 99,636 100,527 103,929 104,099
1口当たり当期純利益 （注2） 円 5,402 2,976 3,725 3,439 3,599
分配金総額 千円 263,774 671,895 883,536 970,628 1,018,452
1口当たり分配金 円 5,422 2,835 3,728 3,430 3,599
（うち1口当たり利益分配金） 円 5,422 2,835 3,728 3,430 3,599
（うち1口当たり利益超過分配金） 円 － － － － －

総資産経常利益率 （注5） ％ 2.3 2.4 1.9 1.9 1.8
（年換算値） ％ 3.0 4.8 3.9 3.8 3.6

自己資本利益率 （注5） ％ 5.4 4.7 3.7 3.6 3.5
（年換算値） ％ 7.2 9.5 7.4 7.3 6.9

期末自己資本比率 （注5） ％ 41.9 52.1 52.4 52.5 52.5
（対前期増減） ％ 0.4 10.2 0.3 0.1 0.0

配当性向 （注5） ％ 100.4 100.1 100.1 100.0 100.0
［その他参考情報］
当期運用日数 日 276 181 184 182 184
期末投資物件数 件 3 25 25 28 28
減価償却費 千円 20,088 83,091 84,363 124,131 125,041
資本的支出額 千円 2,662 8,890 27,922 36,404 25,158
賃貸NOI（Net Operating Income）（注5） 千円 394,823 1,132,978 1,194,309 1,369,800 1,393,996
FFO（Funds from Operation） （注5） 千円 282,898 754,526 967,334 1,094,619 1,143,612
1口当たりFFO （注5） 円 5,815 3,183 4,081 3,868 4,041
期末総資産有利子負債比率（LTV） （注5） ％ 54.0 43.7 43.6 43.6 43.5

（注1）   エスコンジャパンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年10月30日開催の第4回投資主総会の決議により、決算期を各年4月末日及び10月末
日から各年1月末日及び7月末日に変更しています。これに伴い、第4期は2018年5月1日から2019年1月末日までの9ヶ月間となっています。

（注2） 「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した金額を、小数点未満を四捨五入して記載しています。
（注3） 営業収益等には消費税等は含まれていません。
（注4） 特に記載のない限りいずれも記載未満の数値については、金額は切捨て、比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
（注5） 以下の算定式により算出しています。

1口当たり純資産額 純資産額÷発行済投資口の総口数

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

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

期末自己資本比率 期末純資産額÷期末総資産額×100

配当性向

1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）÷1口当たり当期純利益×100
なお、第5期及び第7期の配当性向については、期中に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。
分配金総額（利益超過分配金は含まない）÷当期純利益×100

賃貸NOI（Net Operating Income） 不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費

FFO（Funds from Operation） 当期純利益＋減価償却費－不動産等売却損益

1口当たりFFO FFO÷発行済投資口の総口数

期末総資産有利子負債比率（LTV） 期末有利子負債残高÷期末総資産額×100

2.	当期の資産の運用の経過
（1）投資法人の主な推移
　本投資法人は、「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。）に基づき、株式会社エスコンアセットマネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人
として、2016年8月26日に設立され、2019年2月13日に株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいま
す。）不動産投資信託証券市場に上場しました（銘柄コード2971）。
　本投資法人は、今後も継続的な人口集中が予想される四大都市圏（注1）に位置する地域コミュニティに根差した暮らし
密着型商業施設（注2）及びその底地（注3）に重点投資を行うポートフォリオを構築し、収益の長期安定性と成長性を追求し
ます。当期末時点で本投資法人が保有する資産は28物件、取得価格総額は51,980百万円となっています。
　また、本投資法人は、そこに暮らす人たちの幸せを思い描きつつ、暮らしそのものを開発することを目指すライフ・デベ
ロッパー（注4）である株式会社日本エスコン（以下「日本エスコン」といいます。）とそのビジョン・コンセプト（注5）を共有し、
日本エスコンが総合デベロッパー（注6）として培った不動産開発・運営の経験を活かし、運用資産の着実な成長を目指すこ
とによって、投資主価値の最大化を図ります。
　なお、本資産運用会社の親会社である日本エスコンは、中部電力株式会社（以下「中部電力」といいます。）の持分法適
用関連会社であり、日本エスコンと中部電力は、グループの不動産事業の強化に向け、資本業務提携を行っています。ま
た、本投資法人及び本資産運用会社は、日本エスコンとの間でスポンサーサポート契約を、中部電力及び中電不動産株
式会社（以下「中電不動産」といいます。）との間でそれぞれサポート契約を締結しています。

（注1）   「四大都市圏」とは、「首都圏」、「近畿圏」、「中京圏」及び「福岡圏」をいいます。なお、「首都圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県及び群馬県を、
「近畿圏」とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県及び滋賀県を、「中京圏」とは、愛知県、静岡県、三重県及び岐阜県を、「福岡圏」とは、福岡県を、それぞれいいます。以下
同じです。

（注2）   「商業施設」とは、主たるテナントが商業テナント（物販・飲食・サービス業、アミューズメント施設等）からなる不動産をいいます。また、本投資法人が主に投資の対象と
する「暮らし密着型商業施設」とは、日常生活に必要な商品・サービスを提供する、駅直結、住宅密集地又は幹線道路に面する等の日常生活圏に立地する商業施設をい
います。以下同じです。

（注3） 「底地」とは、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地をいいます。以下同じです。
（注4）   「ライフ・デベロッパー」とは、ハードの開発だけではなく、そこに暮らす人たちの幸せを思い描き、暮らしそのものを開発するデベロッパーを指す用語であり、スポン

サーである日本エスコンが目指す企業ブランディングコンセプト（企業ブランドを示す企業概念）です。
（注5）   本投資法人における「ビジョン・コンセプト」は、“人が自然に集まり、住まう人が誇りを持てる「街」と「地域コミュニティ」を創生していく”です。本投資法人は、スポン

サーであり、人々の暮らしを開発する“ライフ・デベロッパー”である日本エスコンと「ビジョン・コンセプト」を共有し、運営にあたっています。なお、「ビジョン・コンセプ
ト」とは、ビジョンすなわち「将来像」と、コンセプトすなわち「概念」の文字を英文にならって結合させた用語であり、将来の目指すべき姿とその基本的な考え方を意味
する用語として本書において用いています。

（注6）   「総合デベロッパー」とは、分譲マンションや戸建住宅の開発、商業施設等の開発、ホテル開発、物流施設開発等の不動産の多面的な開発事業を展開するデベロッパー、
すなわち、開発全般を総合的に事業として取り組む姿勢を持った開発業者であることを言い表す用語として本書において用いています。
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（2）運用環境と運用実績
　当期における我が国経済は、GoToキャンペーンによる消費の押し上げなどから、2020年10～12月期の実質GDPの
成長率（2次速報値）は、2.8％（年率11.7％）と2四半期連続のプラス成長となりましたが、新型コロナウイルス感染者の
増加から、2021年1月には2020年4月以降2度目となる緊急事態宣言が発出され、依然として厳しい状況となっていま
す。
　当期におけるJ-REIT市場においては、新型コロナウイルス感染症の影響により上値の重い状況が継続していたものの、
実際には稼働率低下や賃料減免が軽微にとどまり、増配となったREITも複数見られ、また、金融緩和政策の継続の見込
みなどからも、東証REIT指数は徐々に上昇基調となり、当期末には1,800ポイント台半ばまで回復しました。商業施設に
おいては、再度の緊急事態宣言発出の影響を受け、特にアパレル、飲食業、サービス業には厳しい状況が続く一方、食品
スーパー、ドラッグストア、ホームセンターなどの生活必需品を扱う業種は比較的堅調な状況となりました。
　このような環境のもと、本投資法人は商業施設にお越しいただくお客様とテナント従業員の皆さまの安全確保に引き
続き留意しながら、空区画へのテナント誘致、契約期限到来時におけるテナントの入れ替え等の適切な運用資産の管理
と収益向上のための施策を行い、中長期にわたる安定的な収益の確保に努めました。
　上記の結果、当期末時点の運用資産28物件の稼働率は99.8％となっています。
　本投資法人及び本資産運用会社は、ESGへの取組みが投資主価値向上に寄与するという認識のもと、環境負荷低減
や地域コミュニティの活性化への取組みを推進しています。なお、本投資法人は、tonarie大和高田、tonarie栂・美木多
に続き、保有する2物件（tonarie南千里、tonarie清和台）について、当期においてDBJ Green Building認証取得に向け
た対応を行いました。その結果、非常に優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物であるとして、株式会社日本政策投
資銀行よりDBJ Green Building認証（評価ランク：three stars）を2021年2月19日付で取得しました。

（3）資金調達の概要
　当期末時点の有利子負債残高は24,430百万円、総資産のうち有利子負債が占める割合（以下「LTV」といいます。）は
43.5％となっています。
　本投資法人は、株式会社格付投資情報センター（R&I）から「A－（安定的）」の発行体格付を取得しています。本投資法人
は、今後も資金調達の機動性の確保と安定した財務運営を進め、信用力の更なる向上を目指します。

（4）業績及び分配の概要
　前述の運用の結果、当期の業績は、営業収益1,922百万円、営業利益1,111百万円、経常利益1,019百万円、当期純利
益1,018百万円となりました。
　また、分配金につきましては、本投資法人の規約に定める分配の方針に基づき、投資法人の税制の特例（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。）第67条の15第1項）を適用し、投信法第136条第1項に定める利
益の概ね全額である1,018,452,218円を利益分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は
3,599円となりました。

3.	増資等の状況
　本投資法人の設立から2021年1月31日現在までの出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は以下のとおりです。

年月日 摘 要
発行済投資口の総口数（口） 出資総額（百万円）

備 考
増 減 残 高 増 減 残 高

2016年 8 月26日 私募設立 2,000 2,000 200 200 （注1）

2017年 2 月13日 私募増資 7,500 9,500 750 950 （注2）

2017年10月13日 投資口分割 500 10,000 － 950 （注3）

2017年12月 1 日 私募増資 38,649 48,649 3,671 4,621 （注4）

2019年 2 月12日 公募増資 188,351 237,000 18,319 22,941 （注5）

2020年 2 月 3 日 公募増資 43,792 280,792 5,236 28,177 （注6）

2020年 2 月26日 第三者割当増資 2,190 282,982 261 28,439 （注7）

（注1） 1口当たり発行価格100,000円にて、本投資法人は設立されました。
（注2） 特定資産の取得資金の調達を目的として、1口当たり発行価格100,000円にて、私募により新投資口を発行しました。
（注3） 2017年10月13日を効力発生日として、投資口1口につき1.05264口の割合による投資口の分割を行いました。
（注4） 特定資産の取得資金の調達を目的として、1口当たり発行価格95,000円にて、私募により新投資口を発行しました。
（注5） 特定資産の取得資金の調達を目的として、1口当たり発行価格101,000円（発行価額97,263円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注6） 特定資産の取得資金の調達を目的として、1口当たり発行価格124,029円（発行価額119,576円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注7） 将来の特定資産の取得資金又は借入金の返済資金の調達を目的として、1口当たり発行価額119,576円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。

《投資証券の取引所価格の推移》
　本投資法人の投資証券が上場する東京証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の最高・最低価格（終値）は
以下のとおりです。

期 別 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

決算年月 2019年1月 2019年7月 2020年1月 2020年7月 2021年1月
最 高 （円） － 111,900 140,900 134,100 124,000

最 低 （円） － 98,500 111,000 70,900 97,500
（注） 本投資法人の投資証券が東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されたのは2019年2月13日です。
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4.	分配金等の実績
　当期は、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、当期未処分利益1,018百万円の概ね全額を分配することとし、
この結果、投資口1口当たりの分配金は3,599円となりました。

期 別
第4期

自	2018年 5 月 1 日
至	2019年 1 月31日

第5期
自	2019年 2 月 1 日
至	2019年 7 月31日

第6期
自	2019年 8 月 1 日
至	2020年 1 月31日

第7期
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

第8期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

当期未処分利益総額 （千円） 264,989 672,649 883,725 970,678 1,018,621

利益留保額 （千円） 1,214 754 189 50 169

金銭の分配金総額 （千円） 263,774 671,895 883,536 970,628 1,018,452

（1口当たり分配金） （円） 5,422 2,835 3,728 3,430 3,599

うち利益分配金総額 （千円） 263,774 671,895 883,536 970,628 1,018,452

（1口当たり利益分配金） （円） 5,422 2,835 3,728 3,430 3,599

うち出資払戻総額 （千円） － － － － －

（1口当たり出資払戻額） （円） － － － － －

出資払戻総額のうち一時差異等調整
引当額からの分配金総額 （千円） － － － － －

（1口当たり出資払戻額のうち1口当
たり一時差異等調整引当額分配金） （円） － － － － －

出資払戻総額のうち税法上の出資等
減少分配からの分配金総額 （千円） － － － － －

（1口当たり出資払戻額のうち税法上
の出資等減少分配からの分配金） （円） － － － － －

5.	今後の運用方針及び対処すべき課題
（1）運用全般に関する見通し
　我が国経済の先行きについては、再度の緊急事態宣言発令等、経済に及ぼす影響は大きく、今後のマーケット動向の
予測が困難な状況にあります。新型コロナウイルスの感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げ
ていくなかで、持ち直しの動きが続くことが期待されますが、新型コロナウイルス感染症が内外経済に与える影響及び金
融資本市場の変動に十分留意する必要があります。
　我が国の不動産投資市場においても、新型コロナウイルス感染症による実体経済の下振れの影響から、中長期的な市
場動向及び商業施設におけるテナントへの影響は引き続き注視する必要がありますが、欧米と比較して新型コロナウイ
ルス感染症による影響が小規模であることから、引き続き海外からの国内不動産への引き合いは強く、海外からの資金
流入は継続することが予想されます。また、新型コロナウイルス感染症に対する各種政策の効果から、経済活動の再開に
よる事業環境の回復への期待感も徐々に高まりを見せており、国内の不動産投資市場においては価格が高止まりした状
態が続くことが予想されます。
　このような環境のもと、本投資法人は中長期にわたる安定的収益の確保と資産価値の着実な向上のため適切な資産
運用と安定的かつ健全な財務運営を行ってまいります。

（2）内部成長
　本投資法人は、中長期にわたり安定的な収益を維持し成長させるために、今後、賃料収入の維持・向上、管理費用の合
理化等の施策を行うものとします。

a.	賃料収入の維持・向上
　プロパティ・マネジメント会社と定期的な情報交換を図ることで、テナントの動向及びニーズ（施設のハード面・ソフト面
での顧客不満要因、潜在ニーズ等）を把握し、適切かつ迅速な対応策を実施することで、テナントの満足度向上と信頼関
係の構築・強化を図ります。これにより、賃料収入の維持・向上、解約の防止を図り、安定的な収入の確保を目指します。
　また、新規テナントリーシングにおいては、本資産運用会社及び日本エスコングループ（日本エスコン、その子会社及
び関連会社を併せていいます。）のネットワークを最大限活用するとともに、新規テナントリーシングを担当するプロパ
ティ・マネジメント会社等と定期的な情報交換を図ることで、市場動向の掌握に基づくリーシング活動を行い、賃料発生
期間と賃料水準の最大化に努めます。

b.	管理費用の合理化
　本投資法人は、テナント満足度や物件競争力を維持・向上しつつ、管理費用の合理化・効率化を図るため、個別物件の
運営管理計画を策定します。運営管理を行うに当たっては、プロパティ・マネジメント会社との綿密な連携を図り、効率的
な管理を行います。

（3）外部成長
　本投資法人は、スポンサーであり総合デベロッパーである日本エスコンの不動産開発力に基づく強固なスポンサーパ
イプラインの活用に加え、サポート会社である中部電力グループ（中部電力及びその子会社・関連会社をいいます。）との
連携により、着実な外部成長を図ります。日本エスコンの保有不動産物件に係る優先買取権及び優先交渉権の付与、運
用資産の再開発サポートといったスポンサーサポート及び中電不動産からのウェアハウジング機能の提供を中心とする
サポートを最大限活用し、本投資法人の資産規模拡大及びポートフォリオ・クオリティの向上を目指します。

（4）財務方針
　本投資法人は、中長期的な安定的収益の確保及び資産価値の着実な向上のため、安定的かつ健全な財務運営を実現
するための資金調達を行ってまいります。
　新投資口の発行は、運用資産の規模の成長と収益性の向上を目的として、LTV、既存投資主の権利の希薄化及びそれ
に伴う投資口の取引価格の低下等を勘案し、金融環境を踏まえた上で実施を決定します。
　資金の借入れ及び投資法人債（短期投資法人債を含みます。）の発行に際しては、資金調達の機動性と財務の安定性
のバランス及び取得する不動産の特性等に配慮した資金調達を行います。具体的には、調達方法（借入金・投資法人債）、
長期比率、返済期限の分散、担保提供の要否等を検討します。
　LTVは、保守的な水準を維持することを基本とし、原則として50％を上限とします。
　また、保有するポートフォリオにおける資金需要を常にモニタリングし、的確に把握して、効率的かつ適切なキャッシュ・
マネジメントを行うものとします。

6.	決算後に生じた重要な事実
　該当事項はありません。
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投資法人の概況
1.	出資の状況

　 第4期
2019年1月31日

第5期
2019年7月31日

第6期
2020年1月31日

第7期
2020年7月31日

第8期
2021年1月31日

発行可能投資口総口数 （口） 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

発行済投資口の総口数 （口） 48,649 237,000 237,000 282,982 282,982

出資総額 （百万円） 4,621 22,941 22,941 28,439 28,439

投資主数 （人） 10 11,304 10,608 11,910 12,024

2.	投資口に関する事項
　2021年1月31日現在における主要な投資主は以下のとおりです。

氏名又は名称 所有投資口数（口） 発行済投資口の総口数に対する
所有投資口数の割合（％）（注）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 29,441 10.4

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 21,726 7.7

大阪厚生信用金庫 20,940 7.4

株式会社日本エスコン 13,474 4.8

大阪商工信用金庫 9,721 3.4

日成ビルド工業株式会社 9,190 3.2

野村信託銀行株式会社（投信口） 8,476 3.0

大同信用組合 5,815 2.1

株式会社西京銀行 4,950 1.7

近畿産業信用組合 4,864 1.7

合 計 128,597 45.4
（注） 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第2位を四捨五入して記載しています。

3.	役員等に関する事項
（1）当期における執行役員、監督役員及び会計監査人は以下のとおりです。

役職名 役員等の氏名
又は名称 主な兼職等

当該営業期間における
役員毎の報酬の総額
（千円）（注2）

執行役員
（注1） 大森　　利

株式会社
エスコンアセットマネジメント 代表取締役社長

－
株式会社日本エスコン 執行役員

監督役員
（注1）

山中　眞人

狛・小野グローカル法律事務所 弁護士

1,500株式会社マキス 監査役（非常勤）

ふくしトラスト設立準備株式会社 取締役（非常勤）

宇賀神　哲

株式会社JBAホールディングス 取締役

1,500

ジャパン・ビジネス・アシュアランス
株式会社 マネージングディレクター

JBA HR ソリューション株式会社 取締役

株式会社
インフォキュービック・ジャパン 監査役（非常勤）

株式会社スカラ 監査役（非常勤）

会計監査人 三優監査法人 － 6,600
（注1）   執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。また、監督役員は上記記載以外の他の法人の役員である場合

がありますが、上記を含めいずれも本投資法人と利害関係はありません。
（注2）   当期において、執行役員は、本投資法人から報酬を受け取っていません。また、監督役員については当期において支給した額、会計監査人については当期の監査に係

る報酬として支払うべき額（概算額）を記載しています。

（2）会計監査人の解任及び不再任の決定の方針
　会計監査人の解任については、投信法の定めに従い、また、不再任については、監査の品質、監査報酬額その他諸般の
事情を総合的に勘案し、本投資法人の役員会において検討します。

4.	資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
　2021年1月31日現在における本投資法人の資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は以下のとおりです。

委託区分 氏名又は名称
資産運用会社 株式会社エスコンアセットマネジメント

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（投資主名簿等管理人） 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（機関運営） 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（会計事務等） 有限会社東京共同会計事務所
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投資法人の運用資産の状況
1.	投資法人の資産の構成

資産の種類 地域等

第7期
2020年7月31日現在

第8期
2021年1月31日現在

保有総額
（百万円）（注1）

対総資産比率
（％）（注2）

保有総額
（百万円）（注1）

対総資産比率
（％）（注2）

信託不動産

首都圏 7,813 13.9 7,806 13.9
近畿圏 26,753 47.7 26,686 47.5
中京圏 5,094 9.1 5,069 9.0
福岡圏 10,537 18.8 10,537 18.8
その他 2,136 3.8 2,136 3.8

信託不動産　計 52,335 93.3 52,235 93.1
預金・その他の資産 3,733 6.7 3,897 6.9

資産総額 56,068 100.0 56,132 100.0
（注1） 「保有総額」は各決算日時点における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切捨てて記載しています。
（注2） 「対総資産比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。

2.	主要な保有資産
　2021年1月31日現在における本投資法人の主要な保有資産（帳簿価額上位10物件）の概要は以下のとおりです。

物件
番号
（注1）

不動産等の名称
帳簿価額
（百万円）
（注2）

賃貸可能
面積（㎡）
（注3）

賃貸面積
（㎡）
（注3）

稼働率
（％）
（注3）
（注4）

対総不動産
賃貸事業
収益比率
（％）

主たる
用途

KT-1 tonarie南千里 7,193 7,535.16 7,535.16 100.0 17.1 商業施設
TT-1 パレマルシェ西春 4,585 26,433.55 26,200.22 99.1 8.6 商業施設
KT-3 tonarie大和高田（持分50％） 4,153 14,505.67 14,267.61 98.4 9.1 商業施設
KT-4 tonarie栂・美木多（持分50％） 3,490 8,471.24 8,471.24 100.0 6.7 商業施設
FS-1 ミスターマックス春日（底地） 3,428 38,113.27 38,113.27 100.0 4.4 商業施設
KT-2 tonarie清和台 3,252 8,798.01 8,798.01 100.0 9.6 商業施設

ST-1
あすみが丘ブランニューモール

3,239
22,480.50 22,367.48 99.5

12.7 商業施設
あすみが丘ブランニューモール（底地） 2,672.67 2,672.67 100.0

KS-5 ライフ大仙店（底地） 2,758 9,264.48 9,264.48 100.0 3.7 商業施設
SS-1 ケーズデンキおゆみ野店（底地） 2,737 23,379.50 23,379.50 100.0 3.7 商業施設

FS-10 ナフコ春日（底地） 2,666 33,928.37 33,928.37 100.0 非開示
（注5） 商業施設

合 計 37,506 195,582.42 194,998.01 99.7 非開示
（注5）

（注1）   「物件番号」は、本投資法人の保有資産を、その所在する地域ごとに分類し、その上で底地又は土地建物のいずれかにより符号及び番号を付したものであり、首都圏に
ついては、ST型（首都圏土地建物）、SS型（首都圏底地）、近畿圏については、KT型（近畿圏土地建物）、KS型（近畿圏底地）、中京圏については、TT型（中京圏土地建物）、
TS型（中京圏底地）、福岡圏については、FT型（福岡圏土地建物）、FS型（福岡圏底地）、四大都市圏以外については、OT型（その他地域土地建物）、OS型（その他地域
底地）と表します。以下同じです。

（注2） 「帳簿価額」は、記載未満を切捨てて表示しています。以下同じです。
（注3）   「賃貸可能面積」、「賃貸面積」及び「稼働率」は、2021年1月31日時点のデータに基づき記載しています。なお、本投資法人は、tonarie大和高田及びtonarie栂・美木

多に係る信託受益権の50％の準共有持分を保有していますが、上表では当該物件全体の数値を記載しています。
（注4） 「稼働率」は、決算日時点のデータに基づき、以下の計算式により算出されます。
  「稼働率」＝「賃貸面積」÷「賃貸可能面積」×100

（注5） 賃借人等より同意が得られていないことから非開示としています。

3.	不動産等組入資産明細
　2021年1月31日現在における本投資法人の保有する資産の概要は以下のとおりです。

物件番号 不動産等の名称 所在地 所有形態
（注1）

帳簿価額
（百万円）

期末算定価額
（百万円）
（注2）

ST-1
あすみが丘ブランニューモール

千葉県千葉市 信託受益権 3,239
3,360

あすみが丘ブランニューモール（底地） 294

ST-2 西白井駅前プラザ 千葉県白井市 信託受益権 453 465

SS-1 ケーズデンキおゆみ野店（底地） 千葉県千葉市 信託受益権 2,737 2,870

SS-2 ニトリ土浦店（底地） 茨城県土浦市 信託受益権 1,007 1,090

SS-3 ニトリ今市店（底地） 栃木県日光市 信託受益権 368 406

KT-1 tonarie南千里 大阪府吹田市 信託受益権 7,193 7,990

KT-2 tonarie清和台 兵庫県川西市 信託受益権 3,252 3,400

KT-3 tonarie大和高田（持分50％） 奈良県大和高田市 信託受益権 4,153 4,045

KT-4 tonarie栂・美木多（持分50％） 大阪府堺市 信託受益権 3,490 3,560

KS-1 ラ・ムー北津守店（底地） 大阪府大阪市 信託受益権 1,284 1,480

KS-2 ケーズデンキ西神戸店（底地） 兵庫県神戸市 信託受益権 2,154 2,470

KS-3 山陽マルナカ水谷店（底地） 兵庫県神戸市 信託受益権 1,443 1,520

KS-4 TSUTAYA堺南店（底地） 大阪府堺市 信託受益権 955 1,020

KS-5 ライフ大仙店（底地） 大阪府堺市 信託受益権 2,758 3,060

TT-1 パレマルシェ西春 愛知県北名古屋市 信託受益権 4,585 4,400

TS-1 マックスバリュ桔梗が丘東店（底地） 三重県名張市 信託受益権 483 536

FS-1 ミスターマックス春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 3,428 3,910

FS-2 ユニクロ春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 601 663

FS-3 Avail.しまむら春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 874 1,100

FS-4 au-SoftBank春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 145 160

FS-5 くら寿司春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 264 303

FS-6 ドコモショップ春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 163 182

FS-7 こんぴら丸春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 239 265

FS-8 ワンカルビ春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 239 265

FS-9 資さん春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 405 422

FS-10 ナフコ春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 2,666 3,390

FS-11 ケーズデンキ春日（底地） 福岡県春日市 信託受益権 1,506 1,830

OS-1 ケーズデンキ倉敷店（底地） 岡山県倉敷市 信託受益権 2,136 2,440

合 計 52,235 56,896
（注1） 「信託受益権」とは不動産を主な信託財産とする信託受益権を表しています。
（注2）   「期末算定価額」は、決算期末日を調査の時点として本投資法人の規約及び一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額を記

載しています。
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　本投資法人の保有する不動産等の賃貸事業の概要は以下のとおりです。

物件
番号 不動産等の名称

第7期
自	2020年2月1日　至	2020年7月31日

第8期
自	2020年8月1日　至	2021年1月31日

テナント
総数

（期末時点）
（注1）

稼働率
（期末時点）
（％）
（注2）

不動産
賃貸事業
収益

（期間中）
（百万円）
（注3）

対
総不動産
賃貸事業
収益比率
（％）

テナント
総数

（期末時点）
（注1）

稼働率
（期末時点）
（％）
（注2）

不動産
賃貸事業
収益

（期間中）
（百万円）
（注3）

対
総不動産
賃貸事業
収益比率
（％）

ST-1
あすみが丘ブランニューモール 29 99.6

244 12.8
29 99.5

243 12.7
あすみが丘ブランニューモール（底地） 2 100.0 2 100.0

ST-2 西白井駅前プラザ 4 100.0 20 1.1 4 100.0 20 1.0
SS-1 ケーズデンキおゆみ野店（底地） 1 100.0 70 3.7 1 100.0 70 3.7

SS-2 ニトリ土浦店（底地） 1 100.0 非開示
（注4）

非開示
（注4） 1 100.0 非開示

（注4）
非開示
（注4）

SS-3 ニトリ今市店（底地） 1 100.0 非開示
（注4）

非開示
（注4） 1 100.0 非開示

（注4）
非開示
（注4）

KT-1 tonarie南千里 45 100.0 322 17.0 45 100.0 328 17.1
KT-2 tonarie清和台 34 100.0 180 9.5 33 100.0 183 9.6
KT-3 tonarie大和高田（持分50％） 63 97.8 162 8.5 63 98.4 174 9.1
KT-4 tonarie栂・美木多（持分50％） 32 100.0 125 6.6 32 100.0 128 6.7
KS-1 ラ・ムー北津守店（底地） 1 100.0 38 2.0 1 100.0 38 2.0
KS-2 ケーズデンキ西神戸店（底地） 1 100.0 62 3.3 1 100.0 62 3.2

KS-3 山陽マルナカ水谷店（底地） 1 100.0 非開示
（注4）

非開示
（注4） 1 100.0 非開示

（注4）
非開示
（注4）

KS-4 TSUTAYA堺南店（底地） 1 100.0 21 1.1 1 100.0 21 1.1
KS-5 ライフ大仙店（底地） 1 100.0 70 3.7 1 100.0 72 3.7
TT-1 パレマルシェ西春 56 99.7 171 9.0 53 99.1 165 8.6

TS-1 マックスバリュ桔梗が丘東店（底地） 1 100.0 非開示
（注4）

非開示
（注4） 1 100.0 非開示

（注4）
非開示
（注4）

FS-1 ミスターマックス春日（底地） 1 100.0 84 4.4 1 100.0 84 4.4
FS-2 ユニクロ春日（底地） 1 100.0 13 0.7 1 100.0 13 0.7
FS-3 Avail.しまむら春日（底地） 1 100.0 23 1.2 1 100.0 23 1.2
FS-4 au-SoftBank春日（底地） 1 100.0 3 0.2 1 100.0 3 0.2
FS-5 くら寿司春日（底地） 1 100.0 7 0.4 1 100.0 7 0.4
FS-6 ドコモショップ春日（底地） 1 100.0 4 0.2 1 100.0 4 0.2
FS-7 こんぴら丸春日（底地） 1 100.0 6 0.3 1 100.0 6 0.3
FS-8 ワンカルビ春日（底地） 1 100.0 6 0.3 1 100.0 6 0.3
FS-9 資さん春日（底地） 1 100.0 10 0.5 1 100.0 10 0.5

FS-10 ナフコ春日（底地） 1 100.0 非開示
（注4）

非開示
（注4） 1 100.0 非開示

（注4）
非開示
（注4）

FS-11 ケーズデンキ春日（底地） 1 100.0 37 2.0 1 100.0 37 1.9

OS-1 ケーズデンキ倉敷店（底地） 1 100.0 非開示
（注4）

非開示
（注4） 1 100.0 非開示

（注4）
非開示
（注4）

合 計 286 99.8 1,902 100.0 282 99.8 1,922 100.0
（注1）   「テナント総数」は、各決算日時点のデータに基づき記載しています。なお、パススルー型マスターリース契約を締結している物件については、エンドテナントとの賃貸

借契約の総数を記載しています。
（注2） 「稼働率」は、各決算日時点のデータに基づき、以下の計算式により算出されます。
  「稼働率」＝「賃貸面積」÷「賃貸可能面積」×100

（注3） 「不動産賃貸事業収益」は、記載未満を切捨てて表示しています。
（注4） 賃借人等より同意が得られていないことから非開示としています。

4.	再生可能エネルギー発電設備等明細表
　該当事項はありません。

5.	公共施設等運営権等明細表
　該当事項はありません。

6.	有価証券組入資産明細
　該当事項はありません。

7.	特定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。

8.	その他資産の状況
　本投資法人の保有する不動産を信託する信託の受益権は、前記「3. 不動産等組入資産明細」に一括して記載していま
す。

9.	国及び地域毎の資産保有状況
　日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。
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保有不動産の資本的支出
1.	資本的支出の予定
　2021年1月31日現在の保有資産に関して、現在計画されている資本的支出に該当する主要な工事等はありません。

2.	期中の資本的支出
　2021年1月31日現在の保有資産に関して、当期に行った資本的支出に該当する主要な工事等はありません。

3.	長期修繕計画のために積立てた金銭
　本投資法人は物件毎に策定している長期修繕計画に基づき、中長期的な将来の修繕等の資金に充当することを目的と
した修繕積立金を以下のとおり積立てています。

営業期間
第4期

自	2018年 5 月 1 日
至	2019年 1 月31日

第5期
自	2019年 2 月 1 日
至	2019年 7 月31日

第6期
自	2019年 8 月 1 日
至	2020年 1 月31日

第7期
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

第8期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

当期首積立金残高 （百万円） 1 4 27 49 64

当期積立額 （百万円） 2 26 22 15 15

当期積立金取崩額 （百万円） － △3 △1 － －

次期繰越額 （百万円） 4 27 49 64 80

費用・負債の状況
1.	運用等に係る費用明細	 （単位：千円）

項 目
第7期

自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

第8期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

資産運用報酬（注） 84,303 104,085

資産保管報酬 2,702 2,770

一般事務委託報酬 9,494 9,500

役員報酬 3,000 3,000

公租公課 8,107 7,142

その他費用 27,283 30,924

合 計 134,891 157,423
（注） 資産運用報酬には上記金額のほか、投資不動産の帳簿価額に算入した物件の取得報酬が第7期に51,865千円あります。なお、第8期には該当事項はありません。

2.	借入状況
　2021年1月31日現在における借入金の状況は以下のとおりです。

区分 借入先 借入日
当期首
残高

（千円）

当期末
残高

（千円）

平均
利率
（注2）
（％）

返済
期限

返済
方法 使途 摘要

長期
借入金

株式会社三井住友銀行

2019年
2月13日

1,765,000 1,765,000

0.464 2022年
1月31日

期限
一括 （注3）

信託
受益権に
質権設定

株式会社みずほ銀行 1,665,000 1,665,000

株式会社福岡銀行 1,530,000 1,530,000

株式会社イオン銀行 1,000,000 1,000,000

三井住友信託銀行株式会社 1,000,000 1,000,000

株式会社三菱UFJ銀行 1,000,000 1,000,000

株式会社みなと銀行 750,000 750,000

株式会社りそな銀行 750,000 750,000

株式会社池田泉州銀行 250,000 250,000

株式会社千葉銀行 250,000 250,000

株式会社三井住友銀行

2019年
2月13日

1,765,000 1,765,000

0.564 2023年
1月31日

期限
一括 （注3）

信託
受益権に
質権設定

株式会社みずほ銀行 1,665,000 1,665,000

株式会社福岡銀行 1,430,000 1,430,000

株式会社イオン銀行 1,000,000 1,000,000

三井住友信託銀行株式会社 1,000,000 1,000,000

株式会社三菱UFJ銀行 1,000,000 1,000,000

株式会社みなと銀行 750,000 750,000

株式会社りそな銀行 750,000 750,000

株式会社池田泉州銀行 250,000 250,000

株式会社千葉銀行 250,000 250,000
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区分 借入先 借入日
当期首
残高
（千円）

当期末
残高
（千円）

平均
利率
（注2）
（％）

返済
期限

返済
方法 使途 摘要

長期
借入金

株式会社みずほ銀行

2020年
2月4日

1,210,000 1,210,000

0.424 2024年
1月31日

期限
一括 （注3）

信託
受益権に
質権設定

株式会社福岡銀行 500,000 500,000

株式会社百五銀行 500,000 500,000

株式会社イオン銀行 400,000 400,000

三井住友信託銀行株式会社 300,000 300,000

株式会社みなと銀行 300,000 300,000

株式会社りそな銀行 300,000 300,000

株式会社愛知銀行 300,000 300,000

株式会社中京銀行 300,000 300,000

みずほ信託銀行株式会社 300,000 300,000

株式会社池田泉州銀行 200,000 200,000

合 計 24,430,000 24,430,000
（注1） 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表記しています。
（注2） 平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
（注3） 資金使途は、不動産信託受益権の購入資金（付帯費用を含みます。）等です。

3.	投資法人債の状況
　該当事項はありません。

4.	短期投資法人債の状況
　該当事項はありません。

5.	新投資口予約権の状況
　該当事項はありません。

期中の売買状況
1.	不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等
　該当事項はありません。

2.	その他の資産の売買状況等
　該当事項はありません。

3.	特定資産の価格等の調査
（1）不動産等
　該当事項はありません。

（2）その他
　該当事項はありません。

4.	利害関係人等との取引状況
（1）利害関係人等との売買取引状況
　該当事項はありません。

（2）支払手数料等の金額

区 分
支払手数料等総額

（A）
（千円）

利害関係人等との取引内訳 総額に対する割合
（B/A）
（％）支払先 支払金額（B）

（千円）

管理業務費 156,364 株式会社エスコンプロパティ
（注2） 107,999 69.1

（注1）   「利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する
規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等をいいます。

（注2） 上記金額のほか、資産に計上した工事監理報酬等が636千円あります。

5.	資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
　本資産運用会社は、2021年1月31日現在において金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みま
す。）上の第二種金融商品取引業、宅地建物取引業及び投資助言・代理業の業務を兼業していますが、該当する取引はあ
りません。また、本資産運用会社は、第一種金融商品取引業の業務は兼業しておらず、該当する取引はありません。
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その他
1.	お知らせ
（1）投資主総会
　該当事項はありません。

（2）投資法人役員会
　該当事項はありません。

2.	その他
　本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値については切捨て、比率は四捨五入により記載しています。

3.	海外不動産保有法人に係る開示
　該当事項はありません。

4.	海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示
　該当事項はありません。

経理の状況
1.	資産、負債、元本及び損益の状況
　後記「Ⅱ 貸借対照表」、「Ⅲ 損益計算書」、「Ⅳ 投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ 注記表」及び「Ⅵ 金銭の分配に係る計算
書」をご参照ください。

2.	減価償却額の算定方法の変更
　該当事項はありません。

3.	不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更
　該当事項はありません。

4.	自社設定投資信託受益証券等の状況等
　該当事項はありません。
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（単位：千円）

前期（ご参考）
（2020年7月31日）

当 期
（2021年1月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,179,889 1,298,221

信託現金及び信託預金 ※1 2,384,171 2,465,876

営業未収入金 39,671 35,268

前払費用 48,504 43,656

流動資産合計 3,652,236 3,843,022

固定資産

有形固定資産

信託建物 8,881,071 8,901,715

減価償却累計額 △307,258 △427,603

信託建物（純額） ※1 8,573,813 8,474,111

信託構築物 128,715 128,715

減価償却累計額 △14,031 △17,427

信託構築物（純額） ※1 114,684 111,288

信託工具、器具及び備品 11,823 16,337

減価償却累計額 △1,443 △2,743

信託工具、器具及び備品（純額） ※1 10,379 13,593

信託土地 ※1 43,636,242 43,636,242

有形固定資産合計 52,335,119 52,235,236

無形固定資産

商標権 825 771

その他 5,883 5,066

無形固定資産合計 6,709 5,838

投資その他の資産

差入敷金及び保証金 10,000 10,000

長期前払費用 52,835 32,472

繰延税金資産 8 16

投資その他の資産合計 62,844 42,489

固定資産合計 52,404,672 52,283,564

繰延資産

創立費 11,372 5,686

繰延資産合計 11,372 5,686

資産合計 56,068,282 56,132,273

Ⅱ 貸借対照表

（単位：千円）

前期（ご参考）
（2020年7月31日）

当 期
（2021年1月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金 109,313 94,796

1年内返済予定の長期借入金 ※1 － 9,960,000

未払金 9,747 49,352

未払費用 102,257 124,417

未払法人税等 776 944

未払消費税等 53,340 28,506

前受金 264,347 265,264

預り金 99 2,220

流動負債合計 539,882 10,525,502

固定負債

長期借入金 ※1 24,430,000 14,470,000

信託預り敷金及び保証金 1,688,139 1,678,567

固定負債合計 26,118,139 16,148,567

負債合計 26,658,021 26,674,069

純資産の部

投資主資本

出資総額 28,439,581 28,439,581

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 970,678 1,018,621

剰余金合計 970,678 1,018,621

投資主資本合計 29,410,260 29,458,203

純資産合計 ※2 29,410,260 29,458,203

負債純資産合計 56,068,282 56,132,273
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（単位：千円）

前期（ご参考）
自	2020年 2 月 1 日（至	2020年 7 月31日）

当 期
自	2020年 8 月 1 日（至	2021年 1 月31日）

営業収益

賃貸事業収入 ※1 1,701,734 1,714,073

その他賃貸事業収入 ※1 200,608 208,432

営業収益合計 1,902,342 1,922,505

営業費用

賃貸事業費用 ※1 656,673 653,550

資産運用報酬 84,303 104,085

資産保管手数料 2,702 2,770

一般事務委託手数料 9,494 9,500

役員報酬 3,000 3,000

公租公課 8,107 7,142

その他営業費用 27,283 30,924

営業費用合計 791,565 810,973

営業利益 1,110,777 1,111,531

営業外収益

受取利息 14 16

還付加算金 236 －

営業外収益合計 251 16

営業外費用

支払利息 61,215 61,155

融資関連費用 52,666 23,989

創立費償却 5,686 5,686

投資口交付費 19,141 －

その他 1,160 1,206

営業外費用合計 139,870 92,037

経常利益 971,159 1,019,510

税引前当期純利益 971,159 1,019,510

法人税、住民税及び事業税 677 947

法人税等調整額 △7 △8

法人税等合計 670 939

当期純利益 970,488 1,018,571

前期繰越利益 189 50

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 970,678 1,018,621

Ⅲ 損益計算書

前期（ご参考）（自	2020年2月1日　至	2020年7月31日）	 （単位：千円）

投資主資本

純資産合計
出資総額

剰 余 金

投資主資本
合計

当期未処分利益
又は

当期未処理損失
（△）

剰余金合計

当期首残高 22,941,238 883,725 883,725 23,824,964 23,824,964

当期変動額

新投資口の発行 5,498,343 － － 5,498,343 5,498,343

剰余金の配当 － △883,536 △883,536 △883,536 △883,536

当期純利益 － 970,488 970,488 970,488 970,488

当期変動額合計 5,498,343 86,952 86,952 5,585,296 5,585,296

当期末残高 ※1 28,439,581 970,678 970,678 29,410,260 29,410,260

当期（自	2020年8月1日　至	2021年1月31日） （単位：千円）

投資主資本

純資産合計
出資総額

剰 余 金

投資主資本
合計

当期未処分利益
又は

当期未処理損失
（△）

剰余金合計

当期首残高 28,439,581 970,678 970,678 29,410,260 29,410,260

当期変動額

剰余金の配当 － △970,628 △970,628 △970,628 △970,628

当期純利益 － 1,018,571 1,018,571 1,018,571 1,018,571

当期変動額合計 － 47,942 47,942 47,942 47,942

当期末残高 ※1 28,439,581 1,018,621 1,018,621 29,458,203 29,458,203

Ⅳ 投資主資本等変動計算書
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（継続企業の前提に関する注記）
前期（ご参考）

自	2020年2月1日　至	2020年7月31日
当 期

自	2020年8月1日　至	2021年1月31日

　該当事項はありません。 　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）
前期（ご参考）

自	2020年2月1日　至	2020年7月31日
当 期

自	2020年8月1日　至	2021年1月31日

1.   固定資産の減価償却
の方法

（1）有形固定資産（信託財産を含む）
　定額法を採用しています。なお、有形固定資産
の耐用年数は以下のとおりです。
　建物 3年～63年
　構築物 12年～39年
　工具、器具及び備品 3年～6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。

（1）有形固定資産（信託財産を含む）
　定額法を採用しています。なお、有形固定資産
の耐用年数は以下のとおりです。
　建物 3年～63年
　構築物 12年～39年
　工具、器具及び備品 3年～6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）創立費
　5年間で均等償却をしています。

（2）投資口交付費
　支払時に全額費用として処理しています。

創立費
　5年間で均等償却をしています。

3.   収益及び費用の計上
基準

固定資産税等の処理方法
　保有する不動産にかかる固定資産税、都市計
画税及び償却資産税等については、賦課決定さ
れた税額のうち当期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、不動産又は不動産を信託財産とする信
託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に
支払った初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
価額に算入した固定資産税等相当額は44,333
千円です。

固定資産税等の処理方法
　保有する不動産にかかる固定資産税、都市計
画税及び償却資産税等については、賦課決定さ
れた税額のうち当期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、不動産又は不動産を信託財産とする信
託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に
支払った初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
価額に算入した固定資産税等相当額はありませ
ん。

Ⅴ 注記表

前期（ご参考）
自	2020年2月1日　至	2020年7月31日

当 期
自	2020年8月1日　至	2021年1月31日

4.   その他計算書類作成
のための基本となる
重要な事項

（1）不動産等を信託財産とする信託受益権に関す
る会計処理方法
　保有する不動産等を信託財産とする信託受益
権については、信託財産内の全ての資産及び負
債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び
費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書
の該当勘定科目に計上しています。
　なお、該当勘定科目に計上した信託財産のう
ち重要性がある下記の科目については、貸借対
照表において区分掲記しています。
　①信託現金及び信託預金
　②  信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び

備品、信託土地
　③信託預り敷金及び保証金

（2）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。ただし、固定資産等に係る控
除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入
しています。

（1）不動産等を信託財産とする信託受益権に関す
る会計処理方法
　保有する不動産等を信託財産とする信託受益
権については、信託財産内の全ての資産及び負
債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び
費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書
の該当勘定科目に計上しています。
　なお、該当勘定科目に計上した信託財産のう
ち重要性がある下記の科目については、貸借対
照表において区分掲記しています。
　①信託現金及び信託預金
　②  信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び

備品、信託土地
　③信託預り敷金及び保証金

（2）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。ただし、固定資産等に係る控
除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入
しています。

（貸借対照表に関する注記）	 （単位：千円）

前期（ご参考）
2020年7月31日

当 期
2021年1月31日

※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。
　　信託現金及び信託預金
　　信託建物
　　信託構築物
　　信託工具、器具及び備品
　　信託土地
　　合計
担保を付している債務は次のとおりです。
　　1年内返済予定の長期借入金
　　長期借入金
　　合計

2,384,171
8,573,813

114,684
10,379

43,636,242
54,719,291

－
24,430,000
24,430,000

2,465,876
8,474,111

111,288
13,593

43,636,242
54,701,112

9,960,000
14,470,000
24,430,000

※2.   投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最
低純資産額

50,000 50,000
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（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の総口数

前期（ご参考）
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

当 期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

発行可能投資口総口数
発行済投資口の総口数

10,000,000口
282,982口

10,000,000口
282,982口

（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）

前期（ご参考）
2020年7月31日

当 期
2021年1月31日

（繰延税金資産）
未払事業税損金不算入額
繰延税金資産合計

（繰延税金資産の純額）

8
8

8

16
16

16

2.   法定実効税率と税効果会計適用後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：％）

前期（ご参考）
2020年7月31日

当 期
2021年1月31日

法定実効税率
（調整）

支払分配金の損金算入額
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率

31.46

△31.44
0.05
0.07

31.46

△31.43
0.06
0.09

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
前期（ご参考）

自	2020年2月1日　至	2020年7月31日
当 期

自	2020年8月1日　至	2021年1月31日

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。

（損益計算書に関する注記） （単位：千円）

前期（ご参考）
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

当 期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳
A. 不動産賃貸事業収益

賃貸事業収入
賃料収入
地代収入
共益費収入
その他の賃貸収入
　計
その他賃貸事業収入
水道光熱費収入
その他の収入
　計
不動産賃貸事業収益合計

B. 不動産賃貸事業費用
賃貸事業費用
管理業務費
信託報酬
水道光熱費
損害保険料
修繕費
公租公課
減価償却費
その他賃貸事業費用
不動産賃貸事業費用合計

C. 不動産賃貸事業損益（A－B）

711,697
682,811
103,985
203,240

1,701,734

174,049
26,558

200,608
1,902,342

160,031
6,190

163,129
2,747

46,236
137,995
124,131
16,210

656,673

1,245,669

724,505
684,052
99,752

205,763
1,714,073

193,788
14,643

208,432
1,922,505

156,364
6,275

174,076
2,753

41,426
137,964
125,041

9,650
653,550

1,268,955
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（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 貸借対照表計上額（千円）

信託預り敷金及び保証金 1,688,139

信託預り敷金及び保証金
　  テナントから預託されている信託預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可能性があり、実

質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが困難と認められるため、時価の開示対象とはしていません。

（注3） 金銭債権の決算日後の償還予定額
前期（2020年7月31日） （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

現金及び預金 1,179,889 － － － － －

信託現金及び信託預金 2,384,171 － － － － －

合 計 3,564,061 － － － － －

（注4） 借入金の決算日後の返済予定額
前期（2020年7月31日） （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

長期借入金 － 9,960,000 9,860,000 4,610,000 － －

合 計 － 9,960,000 9,860,000 4,610,000 － －

（金融商品に関する注記）
前期（ご参考）（自 2020年2月1日　至 2020年7月31日）
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

　本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、金融機関からの借
入、投資法人債の発行又は新投資口の発行等により、バランスのとれた資金調達を行います。
　金融機関からの借入れ及び投資法人債の発行に際しては、資金調達の機動性と財務の安定性のバランス、並びに
取得する不動産の特性等に配慮した資金調達を行います。具体的には調達方法、長期借入比率、固定金利比率、返
済期限の分散、担保提供の要否等を検討します。借入れを実施する場合、借入先は金融商品取引法に規定する適格
機関投資家（ただし、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。）に限るものとします。
　新投資口の発行は、運用資産の規模の成長と収益性の向上を目的として、LTV、既存投資主の権利の希薄化及び
それに伴う投資口の取引価格の低下等を勘案し、金融環境を踏まえた上で実施を決定します。
　本投資法人に係る負債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てデリバティブ取引
を行うことがあります。なお、当期においてデリバティブ取引は行っていません。

（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
　借入金は、主に資産の取得資金、債務の返済資金の調達を目的とします。借入金は、弁済期の到来時に借換えを行
うことが出来ないリスク、並びに支払金利の上昇リスク等に晒されますが、調達先の分散及び返済期日の分散を図る
とともに、投資口の発行等バランスの取れた資金調達を検討することにより、リスクの低減を図ります。加えて、金利
の動向を注視し、LTVの適切なコントロールにより、金利上昇が投資法人の運営に与えるリスクを管理します。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価については、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等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場
合、当該価額が異なる場合もあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
　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。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは含めていません（（注2）参照）。

前期（2020年7月31日） （単位：千円）

　 貸借対照表計上額 時価（注1） 差 額
（1）現金及び預金 1,179,889 1,179,889 －

（2）信託現金及び信託預金 2,384,171 2,384,171 －

資産合計 3,564,061 3,564,061 －

（3）長期借入金 24,430,000 24,430,000 －

負債合計 24,430,000 24,430,000 －

（注1） 金融商品の時価の算定方法
（1）現金及び預金、（2）信託現金及び信託預金
　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）長期借入金
　変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額に近似していると言えることから、当該帳簿価額によっています。
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（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 貸借対照表計上額（千円）

信託預り敷金及び保証金 1,678,567

信託預り敷金及び保証金
　  テナントから預託されている信託預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可能性があり、実

質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが困難と認められるため、時価の開示対象とはしていません。

（注3） 金銭債権の決算日後の償還予定額
当期（2021年1月31日） （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

現金及び預金 1,298,221 － － － － －

信託現金及び信託預金 2,465,876 － － － － －

合 計 3,764,097 － － － － －

（注4） 借入金の決算日後の返済予定額
当期（2021年1月31日） （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

長期借入金 9,960,000 9,860,000 4,610,000 － － －

合 計 9,960,000 9,860,000 4,610,000 － － －

当期（自 2020年8月1日　至 2021年1月31日）
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
　本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、金融機関からの借
入、投資法人債の発行又は新投資口の発行等により、バランスのとれた資金調達を行います。
　金融機関からの借入れ及び投資法人債の発行に際しては、資金調達の機動性と財務の安定性のバランス、並びに
取得する不動産の特性等に配慮した資金調達を行います。具体的には調達方法、長期借入比率、固定金利比率、返
済期限の分散、担保提供の要否等を検討します。借入れを実施する場合、借入先は金融商品取引法に規定する適格
機関投資家（ただし、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。）に限るものとします。
　新投資口の発行は、運用資産の規模の成長と収益性の向上を目的として、LTV、既存投資主の権利の希薄化及び
それに伴う投資口の取引価格の低下等を勘案し、金融環境を踏まえた上で実施を決定します。
　本投資法人に係る負債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てデリバティブ取引
を行うことがあります。なお、当期においてデリバティブ取引は行っていません。

（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
　借入金は、主に資産の取得資金、債務の返済資金の調達を目的とします。借入金は、弁済期の到来時に借換えを行
うことが出来ないリスク、並びに支払金利の上昇リスク等に晒されますが、調達先の分散及び返済期日の分散を図る
とともに、投資口の発行等バランスの取れた資金調達を検討することにより、リスクの低減を図ります。加えて、金利
の動向を注視し、LTVの適切なコントロールにより、金利上昇が投資法人の運営に与えるリスクを管理します。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価については、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等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場
合、当該価額が異なる場合もあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
　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。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは含めていません（（注2）参照）。

当期（2021年1月31日） （単位：千円）

　 貸借対照表計上額 時価（注1） 差　額
（1）現金及び預金 1,298,221 1,298,221 －

（2）信託現金及び信託預金 2,465,876 2,465,876 －

資産合計 3,764,097 3,764,097 －

（3）1年内返済予定の長期借入金 9,960,000 9,960,000 －

（4）長期借入金 14,470,000 14,470,000 －

負債合計 24,430,000 24,430,000 －

（注1） 金融商品の時価の算定方法
（1）現金及び預金、（2）信託現金及び信託預金
　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
　変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額に近似していると言えることから、当該帳簿価額によっています。
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（関連当事者との取引に関する注記）
前期（ご参考）（自 2020年2月1日　至 2020年7月31日）

属 性 会社等の名称
事業の
内容又は
職業

投資口数の
所有（被所有）
割合（％）

取引の
内容
（注1）

取引金額
（千円）
（注2）

科 目
期末残高
（千円）
（注2）

利害関係人等

株式会社
日本エスコン 不動産業 被所有

4.8

不動産信託
受益権の
購入

10,373,000 － －

賃貸収入等 1,257,577

営業未収入金 39,671

前受金 162,863

信託預り敷金
及び保証金 919,278

株式会社
エスコンプロパティ

（注3）

不動産管理
業務等 － 不動産管理

委託報酬等 111,407 営業未払金 22,563

資産保管会社 三井住友信託銀行
株式会社

銀行業及び
信託業 － 資金の借入 300,000 長期借入金 2,300,000

（注1） 取引条件の決定については、市場の実勢に基づいて、価格交渉の上、決定しています。
（注2） 取引金額には消費税等は含まれていませんが、期末残高には含まれています。
（注3） 上記金額のほか、資産に計上した工事監理報酬等が749千円あります。

当期（自 2020年8月1日　至 2021年1月31日）

属 性 会社等の名称
事業の
内容又は
職業

投資口数の
所有（被所有）
割合（％）

取引の
内容
（注1）

取引金額
（千円）
（注2）

科 目
期末残高
（千円）
（注2）

利害関係人等

株式会社
日本エスコン 不動産業 被所有

4.8 賃貸収入等 1,277,937

営業未収入金 35,268

前受金 163,780

信託預り敷金
及び保証金 909,705

株式会社
エスコンプロパティ

（注3）

不動産管理
業務等 － 不動産管理

委託報酬等 107,999 営業未払金 20,124

資産保管会社 三井住友信託銀行
株式会社

銀行業及び
信託業 － 資金の借入 －

1年内返済予定
の長期借入金 1,000,000

長期借入金 1,300,000
（注1） 取引条件の決定については、市場の実勢に基づいて、価格交渉の上、決定しています。
（注2） 取引金額には消費税等は含まれていませんが、期末残高には含まれています。
（注3） 上記金額のほか、資産に計上した工事監理報酬等が636千円あります。

（賃貸等不動産に関する注記）
前期（ご参考）（自 2020年2月1日　至 2020年7月31日）
　本投資法人では、商業施設及びその底地を主たる用途とする賃貸用の不動産等資産を保有しています。これら賃貸等
不動産に係る貸借対照表計上額、期中増減額及び期末時価は、以下のとおりです。 （単位：千円）

貸借対照表計上額（注1）
期末時価（注3）

期首残高 期中増減額（注2） 期末残高

41,944,061 10,391,057 52,335,119 57,097,000

（注1） 貸借対照表計上額は、取得原価及び取得に伴う付帯費用を含みます。
（注2）   期中増減額のうち、主な増加額は、tonarie大和高田等3物件（合計10,478,784千円）の取得によるものであり、主な減少額は、減価償却費（124,131千円）によるも

のです。
（注3） 期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。

　なお、賃貸等不動産に関する損益については、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。

当期（自 2020年8月1日　至 2021年1月31日）
　本投資法人では、商業施設及びその底地を主たる用途とする賃貸用の不動産等資産を保有しています。これら賃貸等
不動産に係る貸借対照表計上額、期中増減額及び期末時価は、以下のとおりです。 （単位：千円）

貸借対照表計上額（注1）
期末時価（注3）

期首残高 期中増減額（注2） 期末残高

52,335,119 △99,882 52,235,236 56,896,000

（注1） 貸借対照表計上額は、取得原価及び取得に伴う付帯費用を含みます。
（注2）   期中増減額のうち、主な増加額は、あすみが丘ブランニューモール等5物件（合計25,158千円）の資本的支出によるものであり、主な減少額は、減価償却費

（125,041千円）によるものです。
（注3） 期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。

　なお、賃貸等不動産に関する損益については、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
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前期（ご参考）
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

当 期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

Ⅰ. 当期未処分利益 970,678,772円 1,018,621,648円

Ⅱ. 分配金の額 970,628,260円 1,018,452,218円

 （投資口1口当たりの分配金の額） （3,430円） （3,599円）

Ⅲ. 次期繰越利益 50,512円 169,430円

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第36条第1項に定め
る金銭の分配の方針に従い、分配金の額
は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措
置法第67条の15に規定されている本投
資法人の配当可能利益の金額の100分の
90に相当する金額を超えるものとしてい
ます。
　かかる方針に従い、投信法第136条第
1項 に 定 める利 益 の 概 ね 全 額 で あ る
970,628,260円を利益分配金として分配
することとしました。

　本投資法人の規約第36条第1項に定め
る金銭の分配の方針に従い、分配金の額
は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措
置法第67条の15に規定されている本投
資法人の配当可能利益の金額の100分の
90に相当する金額を超えるものとしてい
ます。
　かかる方針に従い、投信法第136条第
1項 に 定 める利 益 の 概 ね 全 額 で あ る
1,018,452,218円を利益分配金として分
配することとしました。

Ⅵ 金銭の分配に係る計算書

（1口当たり情報に関する注記）
前期（ご参考）

自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

当 期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

1口当たり純資産額
1口当たり当期純利益

103,929円
3,439円

104,099円
3,599円

1口当たりの当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。
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いません。

（注） 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。

前期（ご参考）
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

当 期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

当期純利益 （千円）
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）
期中平均投資口数 （口）

970,488
－

970,488
282,199

1,018,571
－

1,018,571
282,982

（重要な後発事象に関する注記）
前期（ご参考）（自 2020年2月1日　至 2020年7月31日）
　該当事項はありません。

当期（自 2020年8月1日　至 2021年1月31日）
　該当事項はありません。
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Ⅶ 独立監査人の監査報告書
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（単位：千円）

前 期
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

当 期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 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 971,159 1,019,510

減価償却費 125,001 125,911

創立費償却 5,686 5,686

投資口交付費 19,141 －

受取利息 △14 △16

支払利息 61,215 61,155

営業未収入金の増減額（△は増加） △15,132 4,402

前払費用の増減額（△は増加） △10,189 4,848

長期前払費用の増減額（△は増加） △6,149 20,362

営業未払金の増減額（△は減少） 48,982 △14,517

未払金の増減額（△は減少） △39,048 38,140

未払費用の増減額（△は減少） 1,922 21,478

未払消費税等の増減額（△は減少） 39,996 △24,834

前受金の増減額（△は減少） 49,757 917

その他 90 2,121

小計 1,252,419 1,265,165

利息の受取額 14 16

利息の支払額 △61,215 △60,473

法人税等の支払額 △525 △778

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,190,693 1,203,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出 △10,515,188 △25,158

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 307,891 8,579

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △24,249 △18,152

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,231,546 △34,730

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 373,000 －

短期借入金の返済による支出 △373,000 －

長期借入れによる収入 4,861,000 －

長期借入金の返済による支出 △251,000 －

投資口の発行による収入 5,479,202 －

分配金の支払額 △882,436 △969,163

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,206,765 △969,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 165,912 200,036

現金及び現金同等物の期首残高 3,398,148 3,564,061

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,564,061 3,764,097

Ⅷ キャッシュ・フロー計算書（参考情報）

（重要な会計方針に関する注記）（参考情報）
前 期

自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

当 期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

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、手許現金及び信
託現金、随時引き出し可能な預金及び信託
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。

　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、手許現金及び信
託現金、随時引き出し可能な預金及び信託
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。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）（参考情報）
※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）

前 期
自	2020年 2 月 1 日
至	2020年 7 月31日

当 期
自	2020年 8 月 1 日
至	2021年 1 月31日

現金及び預金
信託現金及び信託預金
現金及び現金同等物

1,179,889
2,384,171
3,564,061

1,298,221
2,465,876
3,764,097

48 49
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ポートフォリオマップ

取得資産一覧

あすみが丘
ブランニューモール

⻄⽩井駅前プラザ tonarie南千里

tonarie清和台 tonarie大和高田

tonarie栂・美木多 パレマルシェ⻄春

ケーズデンキ
おゆみ野店（底地）

ニトリ土浦店
（底地）

ニトリ今市店
（底地）

ラ・ムー北津守店
（底地）

ケーズデンキ⻄神戸店
（底地）

山陽マルナカ水谷店
（底地）

TSUTAYA堺南店
（底地）

ライフ大仙店
（底地）

マックスバリュ
桔梗が丘東店（底地）

福岡春日プロジェクト
（底地）

ケーズデンキ倉敷店
（底地）

SS-1

ST-1
ST-2

SS-2

SS-3

TS-1

TT-1

FS-1~11

OS-1

KT-3

KS-2
KS-3

KT-2

KT-1
KT-4
KS-1
KS-4
KS-5

ポートフォリオサマリー（2021年1月31日現在）

（注1）  tonarie大和高田及びtonarie栂・美木多の鑑定評価額は取得資産が信託受益権の50%準共有持分であることに鑑みて評価されており、対象不動産の100%
評価額ではありません。

（注2） 「償却前鑑定NOI利回り」には2021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DCF法における運営純収益の取得価格に対する比率を、ま
た「償却後鑑定NOI利回り」には、同不動産鑑定評価書に記載されたDCF法における運営純収益から減価償却費を除いた数値の取得価格に対する比率を、そ
れぞれ小数第2位を四捨五入して記載しています。

（注3）  底地を含みます。
（注4）  記載未満の数値については、金額は切り捨て、比率は少数第2位を四捨五入して記載しています。

物件
番号 物件名 地　域 所在地 種　別 テナント数

（件）
取得価格
（百万円）

鑑定
評価額
（百万円）
（注1）

償却前
鑑定NOI
利回り
（注2）

償却後
鑑定NOI
利回り
（注2）

ST-1 あすみが丘
ブランニューモール 首都圏 千葉県千葉市 土地／建物 （建物）29

（底地）  2 3,200 3,654
（注3）

6.5%
（注3） 5.4%

ST-2 ⻄⽩井駅前プラザ 首都圏 千葉県⽩井市 土地／建物 4 451 465 5.7% 5.4%

SS-1 ケーズデンキ
おゆみ野店（底地） 首都圏 千葉県千葉市 底地 1 2,710 2,870 4.7% 4.7%

SS-2 ニトリ土浦店（底地） 首都圏 茨城県土浦市 底地 1 999 1,090 5.4% 5.4%

SS-3 ニトリ今市店（底地） 首都圏 栃木県日光市 底地 1 363 406 6.0% 6.0%

KT-1 tonarie南千里 近畿圏 大阪府吹田市 土地／建物 45 7,200 7,990 5.5% 5.1%

KT-2 tonarie清和台 近畿圏 兵庫県川⻄市 土地／建物 33 3,290 3,400 5.9% 4.4%

KT-3 tonarie大和高田
(持分50％) 近畿圏 奈良県大和高田市 土地／建物 63 4,150 4,045 4.7% 3.7%

KT-4 tonarie栂・美木多
(持分50％) 近畿圏 大阪府堺市 土地／建物 32 3,490 3,560 4.9% 3.9%

KS-1 ラ・ムー北津守店
（底地） 近畿圏 大阪府大阪市 底地 1 1,270 1,480 4.9% 4.9%

KS-2 ケーズデンキ
⻄神戸店（底地） 近畿圏 兵庫県神戸市 底地 1 2,133 2,470 5.3% 5.3%

KS-3 山陽マルナカ水谷店
（底地） 近畿圏 兵庫県神戸市 底地 1 1,430 1,520 4.4% 4.4%

KS-4 TSUTAYA堺南店
（底地） 近畿圏 大阪府堺市 底地 1 946 1,020 4.1% 4.1%

KS-5 ライフ大仙店（底地） 近畿圏 大阪府堺市 底地 1 2,733 3,060 4.9% 4.9%

TT-1 パレマルシェ⻄春 中京圏 愛知県北名古屋市 土地／建物 53 4,610 4,400 5.4% 4.2%

TS-1 マックスバリュ
桔梗が丘東店（底地） 中京圏 三重県名張市 底地 1 477 536 6.0% 6.0%

FS-1~11 福岡春日
プロジェクト（底地） 福岡圏 福岡県春日市 底地 11 10,404 12,490 4.5% 4.5%

OS-1 ケーズデンキ倉敷店
（底地） その他 岡山県倉敷市 底地 1 2,121 2,440 5.0% 5.0%

ポートフォリオ合計／平均 282 51,980 56,896 5.1% 4.6%

28 物件

10.3 年

519 億円

5.1 ％

568 億円

4.6 ％99.8 ％

Portfolio Data
ポートフォリオ

ST-1 ST-2 KT-1

KT-2 KT-3

KT-4 TT-1

SS-1

SS-2 SS-3

KS-1 KS-2 KS-3 KS-4

KS-5 TS-1 FS-1~11 OS-1

取得物件数

賃貸借
残存年数

取得価格の合計

償却前鑑定
NOI利回り

鑑定評価額の合計

償却後鑑定
NOI利回り稼働率



121

129

135

阪
急
千
里
線

千里南公園

済生会
千里病院

千
里
さ
く
ら
通
り

千里ぎんなん通り
南千里駅

tonarie南千里

12

12

清和台中
清和台
中央公園

清和台小
東池公園

猪
名
川

↓川西能勢口駅

tonarie清和台

5

132

大和高田駅

高田駅

磐園幼稚園

磐園小

市立図書館

高
田
川

JR和
歌
山
線

近鉄大阪線

レ・ジェイド大和高田駅前
（分譲マンション）計画地

tonarie大和高田

38

61

215 原山台中

原山
ひかり小

原山公園

栂・美木多駅

泉北
高速
鉄道

堺咲花病院

西原公園
南区役所

桃山台小

tonarie栂・美木多

ローレルコート
栂・美木多駅前
（分譲マンション）

52 53

所 在 地 大阪府吹田市津雲台
敷 地 面 積 13,980.17㎡
稼 働 率 100.0%
取 得 価 格 7,200百万円
鑑 定 評 価 額 7,990百万円
償却前鑑定NOI利回り 5.5%

所 在 地 兵庫県川⻄市清和台東
敷 地 面 積 12,405.42㎡
稼 働 率 100.0%
取 得 価 格 3,290百万円
鑑 定 評 価 額 3,400百万円
償却前鑑定NOI利回り 5.9%

所 在 地 奈良県大和高田市幸町
敷 地 面 積 17,740.17㎡
稼 働 率 98.4%
取 得 価 格 4,150百万円
鑑 定 評 価 額 4,045百万円
償却前鑑定NOI利回り 4.7%

所 在 地 大阪府堺市南区原山台
敷 地 面 積 10,435.37㎡
稼 働 率 100.0%
取 得 価 格 3,490百万円
鑑 定 評 価 額 3,560百万円
償却前鑑定NOI利回り 4.9%

保有物件一覧

tonarie南千里
スーパーマーケット「阪急オアシス」を核テナントとする暮らしに根差した駅直結型のショッピングセンター

土地・建物

立地の優位性
 ▶阪急千里線「南千里」駅からデッキで直結す
るネイバーフッド型の商業施設。
 ▶高所得者層の割合が高く、大阪北摂エリア
でも人気の高い郊外住宅地。

テナントの特徴
 ▶核テナントの「阪急オアシス」の賃貸面積は2,716.20㎡、前身施
設からのテナントで支持顧客が多い。
 ▶他テナントはサンキョー（生鮮スーパー）、くら寿司、CoCo壱番
屋、カルディコーヒーファーム等の食料品及び飲食店が充実し、
その他、ドラッグストア、100円ショップ等の40超の暮らし密着
型テナントが入居。

tonarie清和台
スーパーマーケットや医療機関をはじめとした、地域と共生するテナントを多く有する大規模商業施設

立地の優位性
 ▶ 3㎞圏内の商業環境において、当施設は最
大規模施設であり、足元商圏から高い支持
率を獲得している。

テナントの特徴
 ▶食品スーパーマーケット「阪急オアシス」を核テナントとし、6つ
の医療機関、スポーツクラブ、保育園、学習塾など約30テナント
で構成されている。
 ▶その他、介護サービスや音楽教室なども入っており、「暮らし密着
型」の性格の強い施設。

tonarie大和高田（持分50％）

駅直結のデッキを通じて徒歩1分の至近に位置し、食品スーパーを核テナントとする暮らし密着型の商業施設

立地の優位性
 ▶近鉄大阪線「大和高田」駅から直結するデッ
キを通じて徒歩1分の至近に位置するネイ
バーフッド型の商業施設。JR和歌山線「高田」
駅からも徒歩３分に位置する。
 ▶当施設の⻄面道路は、幹線道路からも近く、
車での良好なアクセス性も確保。

テナントの特徴
 ▶核店舗である食品スーパー「ライフ」のほか、ドラッグストア、
100円ショップ、アパレル、クリニックモール、ヨガ、フィットネス等、
暮らし密着度の高い業種が集積。
 ▶隣地ではスポンサーによる総戸数205戸の大規模新築分譲マン
ションの開発が進んでおり、竣工後(2021年5月入居開始予定)
には商圏人口の増大が見込まれる。

tonarie栂・美木多（持分50％）

駅から道路を渡らず直接入館可能でアクセス性が高く、食品スーパーやドラッグストアなど日常的需要に絞り込んだ
店舗構成の商業施設
立地の優位性
 ▶泉北高速鉄道線「栂・美木多」駅南口から徒
歩1分の至近に位置し、同駅改札から道路
を渡らずに施設2階部分へ直接入館可能。
 ▶主要幹線道路沿いに立地。車での良好なア
クセス性も確保。
 ▶当施設南側の隣地では2020年2月にマン
ション（総戸数143戸）が竣工。

テナントの特徴
 ▶核店舗である食品スーパーの「イオンフードスタイル」のほか、ド
ラッグストア、100円ショップ等、日常的な需要対応に絞り込ん
だ店舗構成。その他、クリニックモール、フィットネスクラブ、学
習塾等のスクール、デイサービス施設、携帯電話ショップ、飲食店
など暮らし密着型の業種に特化した店舗構成。

土地・建物

土地・建物

土地・建物

KT-1

KT-2

KT-3

KT-4



63

164

北名古屋市役所

三菱UFJ銀行
西春支店

名
鉄
犬
山
線

三菱UFJ銀行
師勝ビル西春駅

パレマルシェ西春

132

土気南中

土気南小

あすみが丘小

あ
す
み
大
通
り

土気高

あすみが丘ブランニューモール

30

197

310

大仙陵古墳

久保山古墳

ニトリ
堺大仙店

堺消防署
旭ケ丘出張所

堺工科高等学校

大仙公園

堺市博物館

だいせん
聴覚高等支援学校

ライフ大山店（底地）

TSUTAYA堺南店（取得済資産）

191

464

464

中木戸
公園

北総線

マルエツ西白井店 ウエルシア西白井店

しまむら西白井店

ビッグ・エー西白井店

西白井駅

西白井駅前プラザ

54 55

所 在 地 愛知県北名古屋市鹿田若宮

取 得 価 格 4,610百万円

鑑定評価額 4,400百万円

所 在 地 千葉県千葉市緑区あすみが丘

取 得 価 格 3,200百万円

鑑定評価額 3,654百万円

所 在 地 大阪府堺市堺区大仙⻄町

取 得 価 格 2,733百万円

鑑定評価額 3,060百万円

所 在 地 千葉県⽩井市けやき台

取 得 価 格 451百万円

鑑定評価額 465百万円

ケーズデンキおゆみ野店（底地）
所 在 地 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央
取 得 価 格 2,710百万円
鑑定評価額 2,870百万円

ニトリ土浦店（底地）
所 在 地 茨城県土浦市上高津
取 得 価 格 999百万円
鑑定評価額 1,090百万円

ニトリ今市店（底地）
所 在 地 栃木県日光市豊田
取 得 価 格 363百万円
鑑定評価額 406百万円

ラ・ムー北津守店（底地）
所 在 地 大阪府大阪市⻄成区北津守
取 得 価 格 1,270百万円
鑑定評価額 1,480百万円

保有物件一覧

パレマルシェ西春
名鉄犬山線「⻄春」駅直結の
スーパーマーケット等で構成される商業施設

あすみが丘ブランニューモール
あすみが丘ニュータウンの中心部に位置する、
あすみが丘唯一の大型ショッピングセンター

ライフ大仙店（底地）

大阪第2の政令指定都市「堺市」の中心に位置し、
スーパーマーケットと家電量販店を併設する商業施設

西白井駅前プラザ
千葉ニュータウンの⻄の玄関口に位置し、
地域コミュニティに根差したドラッグストア等が入居

底地 底地

底地 底地

底地土地・建物

土地・建物

土地・建物

ST-1

ST-2

TT-1 SS-3 KS-1

KS-5

SS-1 SS-2



那珂川町

糸島市

福岡市早良区

筑紫野市

太宰府市

大野城市

福岡市西区

福岡市

福岡市城南区

福岡市中央区

福岡市南区

福岡市博多区
志免町

宇美町

須恵町

福岡市東区

粕屋町

久山町

篠栗町

古賀市

新宮町

春日市春日市

開発エリア

商業ゾーン

医療ゾーン

住宅ゾーン

56 57

ケーズデンキ西神戸店（底地）
所 在 地 兵庫県神戸市⻄区王塚台
取 得 価 格 2,133百万円
鑑定評価額 2,470百万円

TSUTAYA堺南店（底地）
所 在 地 大阪府堺市堺区大仙⻄町
取 得 価 格 946百万円
鑑定評価額 1,020百万円

ケーズデンキ倉敷店（底地）
所 在 地 岡山県倉敷市老松町
取 得 価 格 2,121百万円
鑑定評価額 2,440百万円

山陽マルナカ水谷店（底地）
所 在 地 兵庫県神戸市⻄区水谷
取 得 価 格 1,430百万円
鑑定評価額 1,520百万円

マックスバリュ桔梗が丘東店（底地）
所 在 地 三重県名張市桔梗が丘
取 得 価 格 477百万円
鑑定評価額 536百万円

所 在 地 福岡県春日市星見ケ丘
敷 地 面 積 115,091.77㎡
稼 働 率 100.0%
取 得 価 格 10,404百万円
鑑定評価額 12,490百万円
鑑定NOI利回り 4.5%    

保有物件一覧

底地

底地

底地

底地

底地

ユニクロ春日（底地）

ミスターマックス春日（底地）

くら寿司春日（底地）

ケーズデンキ春日（底地）

ナフコ春日（底地）

Avail.しまむら春日（底地）

ゾーニング
 ▶約49haの広大な敷地を機能的にゾーニング。
 ▶生活の近くに、遊びや楽しさ、医療と健康をそろえ、生活に必要な
機能をコンパクトに集約。
 ▶利便性の確保を重視し生活幹線道路「春日⻄通り」を中心に商業
ゾーン・医療ゾーンを配置。
 ▶その背後を住宅ゾーンとすることにより人々の生活を豊かにす
る快適な住環境を実現。

主なテナント

立地の優位性
 ▶春日市は福岡市の南東側、大野城市と那珂川町に隣接し、福岡市のベッドタウンとして都市化が進んだ地域。
 ▶若いファミリー世帯が戸建て、持家を取得して居住する新興のニュータウンエリアで、ロードサイド型店舗として
良好なマーケットを抱える。

商業ゾーン スーパーセンターをはじめ、約30店の専門店や大型量販店が暮
らしをサポート

住宅ゾーン 約660戸の住まいが集い上質のコミュニティタウンを築く住宅
エリア

医療ゾーン 健やかな毎日を送るために医療施設を中心にした健康促進エリア

福岡春日プロジェクト（底地）

日本エスコングループがゴルフ場跡地に約11年の期間をかけて開発した、人々の生活を豊かにする新しい地域コミュニティ

底地

KS-2
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KS-3

TS-1

OS-1

FS-
1~11
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18.6％
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A– （安定的）

主要な財務指標（2021年1月31日現在）

借入金の状況（2021年1月31日現在）

投資口価格の推移
本投資法人の上場日である2019年2月13日から2021年1月31日までの東京証券取引所における本投資法人
の投資口価格（終値）及び出来高の推移は、以下のとおりです。

（注） 「東証REIT指数」は、2019年2月13日の東証REIT指数の終値を同日の本投資法人の投資口価格の終値（98,500円）と同数値と仮定して、同日以降の推移を記載　
　　しています。

年間スケジュール

投資主メモ
決算期日 毎年1月末日・7月末日
投資主総会 原則として2年に1回以上開催

同議決権行使投資主確定日 規約第15条に定める日

分配金支払確定基準日 毎年1月末日・7月末日
（分配金は支払確定基準日より3ヶ月以内にお支払いします。）

上場金融商品取引所 東京証券取引所（銘柄コード：2971）
公告掲載新聞 日本経済新聞

投資主名簿等管理人及び
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先・電話照会先

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
受付フリーダイヤル：0120-782-031
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日及び同社所定の休日を除きます。）

分配金について
 ●「分配金」は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）に
お持ちいただくことによりお受取りいただけます。受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方
法を指定し、三井住友信託銀行証券代行部にご郵送ください。
 ● また、分配金の銀行等への振込ご指定については、証券会社（証券会社に口座をお持ちの場合）、又は三井住友
信託銀行（特別口座管理対象となっている場合）宛にお願いいたします。

（注） 分配金は本投資法人規約の規定により、分配金支払開始日より3年以内にお受取りになりませんとお支払いできなくなりますので、
お早めにお受取りください。

市区町村から通知されたマイナンバーは、税務関係のお手続きで必要となります。
 ● 法令に定められたとおり、分配金等の支払調書には、投資主の皆様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出い
たします。投資主の皆様は、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出ください。

『マイナンバー制度』のご案内

マイナンバーの
お届出に関する
お問い合わせ

● 証券口座にて投資口を管理されている投資主の皆様
  お取引の証券会社までお問い合わせください。
● 証券会社とのお取引がない投資主の皆様
  下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部　フリーダイヤル0120-782-031

支払調書 ＊ 配当金に関する支払調書

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月期決算月
1月期決算発表

1月期資産運用報告発送
1月期分配金支払い開始

7月期決算月
7月期決算発表

7月期資産運用報告発送
7月期分配金支払い開始

■みずほ銀行  18.6％
■三井住友銀行  14.4％
■福岡銀行  14.2％
■イオン銀行  9.8％
■三井住友信託銀行  9.4％
■三菱UFJ銀行  8.2％
■りそな銀行  7.4％

■みなと銀行  7.4％
■池田泉州銀行  2.9％
■千葉銀行  2.0％
■百五銀行  2.0％
■みずほ信託銀行  1.2％
■愛知銀行  1.2％
■中京銀行  1.2％

Investor Information
投資主インフォメーション

有利子負債総額

LTV

平均残存期間

発行体格付（R&I）


