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いつもありがとうございます。皆さんと
のご縁はとても有り難く思います。普段
の生活やお金に関することで不安をか
かえていらっしゃる
かえていらっしゃる方がおられたら是
方がおられたら是
非ご紹介ください。未来の自分自身、そ
ください。未来の自分自身、そ
して、家族のために有意義なお金
家族のために有意義なお金の使い
の使い
方、ふやし方、守り方
、ふやし方、守り方をアドバイスでき
をアドバイスでき
ればと思います。
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いつもお世話になり、誠に有難うございます。
「銅メダルの銅という漢字
「銅メダルの銅という 漢字は“金と同じ”
は“金と同じ”と書
リオ・オリンピックが終わりました。
リオ オリンピックが終わりました。

く。
。だから同じだけ価値がある
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同じだけ価値がある」

歓喜の涙も悔し涙
歓喜の涙 悔し涙も両方あわせて、たくさんの
も両方あわせて、たくさんの

という発言を聞き、

感動を本当にありがとうございました！
素敵な捉え方だなあと、これまた感動しました。
スポーツの力って本当に凄いですよね。
選手のみなさん、たくさんの感動を本当にあり
個人的には、
「陸上男子 400 メートルリレー」が

がとうございました！

一番、印象的でした。
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日本史上最多とのことです。
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E-mail：t-iwamoto
E
iwamoto@tokaifp.com
@tokaifp.com
URL：http://www.tokaifp.com
URL http://www.tokaifp.com
http://www.tokaifp.com/jinenkin/
/jinenkin/

卓球の福原愛選手の、

岩本携帯：090
岩本
090-4082-7007
7007
1

マイナス金利下で注目される J-REIT

とくに近年、政府が後押しするのは国際ビジネスや

J-REIT が誕生して今年（2016 年）で 15 年になりま

観光、物流、ヘルスケアなどの成長分野です。2016

す。

年 5 月末現在、J-REIT の上場銘柄数は 54 本となって
います。

2012 年末以降、東証リート指数（J-REIT 全銘柄の時
価総額加重平均型指数）は、おおむね上昇傾向にあ

REIT の仕組み

り、日本銀行の「量的・質的緩和政策」における J-REIT

REIT（Real Estate Investment Trust）は投資家な

の買入拡大や、マイナス金利の導入を受けて、J-REIT

どから集めた資金を様々な不動産に投資し、その賃

への注目が集まってきています。

料収入や売却益を投資家に分配する仕組みをとって
います。

今回は J-REIT の仕組みやその特徴を確認しつつ、最
新動向と注意点について考えていきましょう。

日本では、日本の REIT という意味で J-REIT と呼ん
でいます。

J-REIT の現況
6 月 2 日付の日本経済新聞には、「不動産投資信託

現物の不動産を購入して資産運用を行う場合、多額

（REIT）の保有物件の含み益が拡大している。（略）

の資金や手間がかかったり、流動性が低かったりと

個人など投資家に還元される分配金が増える可能性

いうデメリットがあります。

がある。」という記事が掲載されていました。
その点、J-REIT は、少額からの投資が可能であり、
含み益とは、鑑定会社などが評価する鑑定評価額と、

証券取引所に上場しているため、株式のように市場

取得価格に相当する簿価との差で、投資対象の不動

で売買することができますから、流動性も高いとい

産が購入時よりも値上がりしていることを意味して

う点で優れています。

います。
J-REIT はクローズドエンド型の投資信託のため、投
2016 年の公示地価にみられるように、外国人観光客

資家は解約や払い戻しの請求を行うことができませ

などの増加を背景に、主要都市の中心部では店舗や

ん。

ホテルなどの需要が旺盛となっています。
そこで、投資家が資金を回収しやすいように上場と
オフィスについても空室率は概ね低下傾向にあり、

いう方法をとっているわけです。

一部では賃料の改善が見られています。こういった
商業地としての収益性が高くなったことが、REIT の

J-REIT は会社型の投資信託であり、「投資法人」を

含み益が拡大した理由といえるでしょう。

設立して運用を行っています。

さらに、金利の低下によって資金調達を行う上で利

会社型投資信託の場合、投資家は「投資口（投資証

息の支払いが軽減されると、収益の増加が見込まれ

券）」に対して、投資を行います。

ます。
2020 年に予定されている夏季オリンピックの開催も、

投資口とは、投資証券を所有する投資家の法的な権

REIT にプラスの影響を与えているようです。

利、株式会社の株式に相当します。

REIT の投資対象は、商業施設やオフィスビル、また

投資法人は、不動産を取得、保有することでテナン

はマンションなどであるというイメージが一般的で

トから賃料を受け取り、その利益を「投資主」（投

すが、ほかにも、物流施設やホテルなどを投資対象

資家）に分配するための組織です。

とするなど様々なタイプの REIT があります。
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しかし、不動産投資以外の事業は禁止されており、
従業員を雇うこともできないため、業務のすべてを

分配金／投資口価格×100＝分配金利回り

外部に委託しています。
分配金利回りが高くなる理由は 2 つ考えられます。
運用を担当するのが運用会社であり、不動産の選定

（1）分配金が多い

や管理、資金調達など J-REIT の中心となるほとんど

（2）投資口価格が安い

の業務をここで行っています。
分配金利回りが高いということは、分配金自体が多
資産の保管は資産保管会社が、帳簿作成などの一般

く支払われるケースと、投資口価格が安いという２

事務は事務受託会社が担当しています。

つのケースが考えられます。

なお、資産の保管と一般事務は、同じ信託銀行が担

投資口価格が安いということは、投資物件の収益が

当することが一般的です。

悪化しつつあるなど、何らかの理由で人気がないと
いうことが考えられます。

不動産の運用で得た賃料収入を「分配金」として投
資主に還元します。

したがって、分配金の利回りだけで判断せずに慎重
に見極める必要があります。

賃料を分配金の原資としており、ほかの金融商品と
比べて安定的な分配金の支払いが期待されています。

■投資対象不動産のリスク
J-REIT の主な投資対象は、オフィスビル、住居、商

というのも、投資法人は税引き前利益の 90％を分配

業施設、物流施設、ホテルなどのタイプがあります。

金として支払うことで、法人税が実質免除される特
典があるからです。

このうち、１つのタイプに特化したものを「単一用
途特化型」、2 つ以上のタイプの場合は「複数用途型」

これが株式の配当利回りと比べて、J-REIT の分配金

といいます。

利回りが高い傾向になるひとつの理由だといえるで
しょう。

複数用途型のうち、2 つの用途を組み合わせて投資す
る REIT を「複合型」、3 つ以上の用途を組み合わせ

投資上の注意点

て投資する REIT を「総合型」と呼んでいます。

■分配金高利回りのリスク

複数用途型であれば、リスク分散効果がより働くこ

J-REIT の収入源は、賃料収入であるインカムゲイン

とになるでしょう。

と、売却益であるキャピタルゲインの 2 つから成り
立っています。

J-REIT は金融商品ですから、価格が変動します。何
かのきっけで大幅に下落することもあるでしょうし、

収益の安定性という意味で大切なのはインカムゲイ

空室の増加などによって分配金が支払われないケー

ンです。なぜなら、通常、賃貸物件では更新期間を 2

スも考えられます。

年ごとに設定しているケースが多く、賃料というの
はいきなり上がったり、下がったりすることは考え

このように元本や分配金が保証されているわけでは

にくいからです。

ありません。

J-REIT の分配金利回りは、2.5％～5.5％程度です。

ただ、確実に言えることは、建物は必ず老朽化する

全銘柄の平均分配金利回りは 3.7％程度になります。

ということです。

分配金の利回りは、分配金を投資口価格で割って求
めます。
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さらに火事や地震などの災害で、賃貸することがで

ただし、直接 J-REIT を購入するよりも、購入時の手

きなくなってしまう可能性も捨てきれません。

数料や信託報酬などのコストがかかってくることを
考慮に入れる必要があります。

さらに、景気やインフレの影響も大きく受けること
になるでしょう。実際に投資法人が破綻したケース

J-REIT の検討を行う場合は、メリットやデメリット、

もありました。

そして今後の景気の動向などによる影響をしっかり
と確認することが大切ですね。

■事業運営に係るリスク
たとえば、ヘルスケア型の場合、有料老人ホームや
サービス付き高齢者向け住宅を組み入れていますが、
入居者が負担する賃料やサービス料などが直接分配
金の原資となるわけではありません。

岩本の独り言
東京オリンピックで「スケボー」が正式競技種
目になる、とのことで、

ヘルスケア型 REIT が賃貸契約を結ぶ相手は、入居者

長男が「スケボー」でオリンピック選手を目指

ではなく介護事業者（オペレーター）ですので、介

すことになりました（笑）！

護事業者が介護サービスの提供によって得る収益か
ら REIT へ支払われる賃料が分配金の原資となります。

現在小学校３年生で、４年後はまだ中学１年生
ですが…（笑）。

分配金の多寡は介護事業者の運営能力にかかってい
るわけです。
そのため、介護事業者が事故や不祥事を起こすなど、

今のところやる気になっていて、夏休みのうち
は、公園で朝練をしました。

事業の運営に失敗して経営難に陥る可能性について
も頭の片隅に入れておく必要がありそうです。

何にせよ、夢中になるものが出来るのはいいこ
とと、微笑ましく練習に付き合っていますが、

J-REIT を購入するときは、小口化されているとはい
え、ある程度まとまった資金が必要になります。
投資口価格は、10 万円以下で購入できる銘柄から 130
万円を超える銘柄まで様々ですが、平均は 30 万円程
度になっています。

なんと先日、長男と二男がそろってオリンピッ
クに出場する夢を見ました！
どうやら父親もその気になっているようです。

もう少し低い金額で投資を行いたい場合は、REIT や

“夢は追い続ければいつか実現する”、を信じて、

REIT 指数に投資を行う契約型の投資信託や ETF を選

まずは４年後に向けて練習を続けたいと思いま

ぶとよいでしょう。

す（笑い）。

REIT 指数連動型 ETF は、東京証券取引所に 8 銘柄上
場しています。
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象としている商品も存在し、バラエティに富んでい
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Ｅメール：t-iwamoto@hoken24.com

ます。

有限会社東海ＦＰセンター（担当：岩本貴久）

国内だけではなく、米国やオーストラリアを投資対
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