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成長戦略・運用方針

第19期 資産運用報告
自 平成26年6月1日  至 平成26年11月30日

分配金方針 中長期的な分配金の安定を重視したマネジメントの実践 1

外部成長戦略 阪急阪神ホールディングスグループの総合力を活用したポートフォリオの
更なる持続的成長2

内部成長戦略 オペレーショナル・マネジメントの深化3

財務戦略 安定的な財務運営とＬＴＶコントロールの実践4

阪急リートは持続的な成長軌道を歩んでおります
投資主の皆様におかれましては、平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申

し上げます。
ここに、本投資法人第19期（平成26年6月1日～平成26年11月30日）の
運用の概況につきましてご報告申し上げます。
平成26年6月に2年連続となる公募増資を実施し、調達した資金を活用し

て6月4日にデイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）、コトクロス阪急
河原町及びライフ下山手店（敷地）、6月24日に万代五条西小路店（敷地）の
4物件を取得いたしました。これにより、資産規模は1,393億円に成長いたし
ました。
同年8月27日には第8回投資主総会を開催し、規約一部変更、執行役員1

名選任、補欠執行役員1名選任、監督役員2名選任、補欠監督役員1名選任の
各議案を決議いたしました。今回初めて東京でも開催いたしました運用状況
報告会と合わせまして、多数の投資主様のご出席を賜りました。あらためて御
礼を申し上げます。 
平成26年11月30日を基準日、同年12月1日を効力発生日として、投資口

1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。これは、同年１月１日
から少額投資非課税制度（NISA ）が開始されたことを踏まえ、投資単位当た
りの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整
え、更なる投資家層の拡大と投資口の流動性の向上を図ることを目的とする
ものです。
今後の新規資産の取得検討に当たっては、過熱気味の不動産市況に煽られ

ることなく、中長期的な価値算定に基づくフェアバリューを意識して取り組ん
でいく所存です。
最後になりましたが、第18期資産運用報告でお願いいたしました投資主様

向けアンケートでは、非常に多くの投資主様からご回答を賜り、感謝申し上げ
ます。今後の資産運用やIR活動に有効に活用してまいりたく存じます。
本投資法人は、今後も着実に成長軌道を歩んでまいりますので、引き続き

ご支援、ご指導を賜りたくお願い申し上げます。

投資主の皆様へ

阪急リート投資法人  執行役員
阪急リート投信株式会社  
代表取締役社長

白木 義章

投資主アンケートに
ご協力いただき、

ありがとうございました。
抽選で350名の方に、2015年版カ
レンダー又はHEPファイブの観覧車
ペア搭乗券をお送りいたしました。

詳しくは、本資産運用報告
51ページをご参照下さい。
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本投資法人の当期の決算は、営業収益4,786百万円、当期純利益1,515百万円となりました。前期実績及び平成26年7月16日
に発表しました予想数値に対して、増益を確保いたしました。
1口当たりの分配金は12,685円となり、前期実績（12,462円）に対し223円（1.8％）、予想分配金（12,400円）に対して285
円（2.3％）、それぞれ上回る結果となりました。
当期におけるデイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）、コトクロス阪急河原町、ライフ下山手店（敷地）及び万代五条西小路店
（敷地）の新規取得が寄与いたしました。

第19期確定分配金（1口当たり）

格付

LTV

12,685円
営業収益

4,786百万円

（2,537円）

営業利益

1,928百万円

AA－
株式会社日本格付研究所（JCR）

（格付の見通し：安定的）
A＋

株式会社格付投資情報センター（R&I）

（格付の方向性：安定的）

当期末において、株式会社日本格付研究所（JCR）よりAA－（格付の見通し：安定的）の長期発行体格付、株式会社
格付投資情報センター（R&I）よりA＋（格付の方向性：安定的）の発行体格付をそれぞれ取得しております。

当期に実施した第3回公募増資や保有物件の鑑定評価額の上昇により、低下いたしました。

45.4％
●LTV（％）

第15期 第16期 第17期 第18期

45.447.3

第19期
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53.555.8

0
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第19期ハイライト

第20期予想分配金（1口当たり）

2,530円
平成27年1月22日（木）に行いました第19期決算発表において、第20期（平成27年5月期）の予想分配金について
次のとおり発表しております。

予想分配金は、一定の前提条件の下
に算出した平成27年1月22日時点の
ものであり、状況の変化により実際の
1口当たり分配金は変動する可能性
があります。また、本予想は分配金の
額を保証するものではありません。
なお、上記予想数値は、平成27年1月
22日付「平成26年11月期決算短信
（REIT）」により公表した内容に基づき
記載しております。

平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、1口につき5口の割合
による投資口分割を実施いたしました。当該投資口分割後の第20期予想分配金（1口当たり）
と比較するため、1口当たり分配金を5で除した金額を括弧内に記載しております。

稼働率（エンドテナントベース）
積極的なリーシング活動により、高水準の稼働率を維持いたしました。

98.7％
●稼働率（％）

第15期 第16期 第17期 第18期

98.798.6

第19期

98.699.599.0

0

50

100

取得資産総額／総物件数
平成26年6月にデイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）、コトクロス阪急河原町、ライフ下山手店（敷地）及び
万代五条西小路店（敷地）の4物件を取得し、取得資産総額、総物件数ともに増加いたしました。

1,393.0億円 23物件
●取得資産総額（億円）／総物件数

第15期 第16期 第17期 第18期 第19期

1,278.3 1,278.3

1,161.8
1,213.0
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1615

0
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経常利益

1,517百万円
当期純利益

1,515百万円

12,462
11,806

12,985
12,228

●1口当たり分配金（円）

第15期
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4 5 



第19期における取り組み

外部成長の取り組み

●本物件は、平成19年10月18日に開業し、四条・河原町エリアの中でも最も通行量が多くポテンシャルが高い四条通と河原町通が交差する四条
河原町交差点に面しており、視認性が非常に良好で、ランドマーク性を有した建物です。 
●本物件の最寄駅である阪急京都線「河原町」駅と近隣の京阪本線「祇園四条」駅とを合わせた乗降客数（平成23年）は約11.2万人、阪急京都線「烏
丸」駅は近隣の京都市営地下鉄「四条」駅と合わせて約17.2万人となります。また、京都市営バスを中心とした多くの運行系統の経由点となって
おり、電車だけでなくバス利用者も多い立地です。
●物件構成はB1～8階の9層となっており、1～2階にはワールドの展開するセレクトショップ業態「オペーク」が路面店風に出店し、その他の階に
は、書店、飲食店やフィットネススタジオ、ネイルサロン等が入店しています。

コトクロス阪急河原町
R15（K） 京都市

第19期
取得資産

都市型商業施設

● 本物件は、JR「京都」駅から北方約３kmの市街化の進んだエリア内に所在し、堀川通と丸太町通の交差
点角地に位置します。敷地東側を走る堀川通は京都市域を縦断し、市内の軸線道路として機能しており、
道路アクセスにも恵まれた希少性の高い立地といえます。

●平成22年国勢調査に基づく商圏距離別人口は、0.5km圏で約１.0万人、１km圏で約4.2万人、２km圏で
約16.7万人と恵まれたボリュームとなっています。また各距離圏人口とも平成17年と平成22年の比較ではプラスで推移しており、マーケットパ
ワーの劣化に懸念はないといえます。

●本物件上に建つデイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店は、平成25年12月14日に開店し、イズミヤ直営部分の他、モスバーガー、クリーニング取
次店、ATMが転貸テナントとして入居しています。売場は１階に食品、２階に衣料品・日用品・インテリアの他、医薬品・化粧品売場を付帯して、
ミニGMSのような構成となっています。

デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）
R14（K） 京都市

地域密着型商業施設

二条城

京都府庁

丸太町通

京
都
御
所

二条城前駅

丸
太
町
駅

烏
丸
御
池
駅

デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地）

地
下
鉄
烏
丸
線

堀
川
通

地下鉄東西線

京都都市圏人口及び京都市人口の位置付け
▶ 行政区分を超えた経済的な関係が深い地域を都市圏といいますが、平成17年における京都の都市雇用
圏（注）の人口は256万人と、東京、大阪、名古屋の各都市雇用圏に次いで全国4位となっています。

▶ 全国の特別区・市町村人口ランキングでも京都市は147万人で7位と、上位に位置しています。
京都における多彩な産業の集積について
▶ 京都には、伝統・文化に支えられ、伝統産業から競争力を持った先端産業まで多彩な産業が集積し、世界的
な企業やその傘下企業群が多数存在しています。これは、京都における企業家精神やその背景としての
794年平安京遷都以来の歴史と文化により育まれた伝統産業とものづくりの技術が奏功しており、京都に
おけるこれらの企業の存在は、中長期的に京都の良好な経済環境の持続性に資するものであると、本投資
法人は考えています。
京都における小売業の状況について
▶ 平成19年における京都市の年間販売額は神戸市を上回り、福岡市とほぼ同水準です。
▶ 平成19年における小売業面積は他エリア（注）の中で最も小さいものの、規模は拡大しています。
▶ 平成19年の人口1人当たりの年間販売額も大きく、売場面積1㎡当たり販売額は、横浜市とほぼ同水準となっています。

経済における京都の重要性

（注）応用地域学会「応用地域学研究No.7 日本の都市圏設定基準」（平成14年）に基づき、人口１万人以上の中心都市と
通勤率10％超の郊外市町村から構成される地域をいいます。

（出所）経済産業省「商業統計表」
（注）「他エリア」とは、東京都区部、横浜市、名古屋市、大阪市、札幌市、神戸市及び福岡市を指します。

▶ 京都市は、本投資法人が重点投資エリアとする関西圏の中で、大阪市及び神戸市と並ぶ三大中枢都市の
一つです。
▶ 第19期新規取得資産4物件のうち、3物件は京都市の中心市街地に立地する物件です。3物件はいず
れも京都市の中でも人口が集中しているJR「京都」駅5km圏内にあり、それぞれ対象とする商圏は異な
るものの、中長期的に優良な商圏が期待できるエリアであるものと考えられます。

第19期
取得資産

第19期新規取得資産4物件のうち3物件が立地する 

投資対象としての京都について

所在地 京都市上京区

敷地面積 3,776.15㎡

賃貸可能面積 3,776.15㎡

開業時期 平成25年12月

● 本物件は、神戸市の中心部である中央区に所在し、南側約0.4kmに最寄駅となる阪急神戸高速線「花隈」
駅、東側約0.8kmに阪神本線「元町」駅、約1.7kmに阪急神戸線「神戸三宮」駅があります。周辺は既成市
街地で、戸建住宅も見られるものの、中高層マンションが多く立地しており、現在でもマンション開発が
進行しています。

● 平成22年国勢調査に基づく商圏距離別人口は、0.5km圏で約1.3万人、1km圏で約3.8万人、2km圏で約10.4万人と、都市部としては豊潤な足
元商圏の人口密度を有しており、食品スーパー等の最寄型業態にとってはプラスファクターであるといえます。

●当該店舗は、1階に食品、2階に酒類・製菓及び日用品等を展開し、ほぼ直営売場で構成されています。屋上には駐車場も備えており、豊かな足元商
圏からの徒歩・自転車利用客も多数来店しています。

ライフ下山手店（敷地）
R16（K） 神戸市

地域密着型商業施設

ライフ
下山手店
（敷地）

神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル

メリケンパーク
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駅

神戸三
宮駅
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駅

西
元
町
駅

阪急
神戸
高速
線

阪神高速3号神戸線

地
下
鉄
海
岸
線

地下
鉄西
神・山

手線

JR
東海
道本
線

阪神
本線

神
戸
駅

三ノ
宮
駅

元町
駅

第19期
取得資産

所在地 神戸市中央区

敷地面積 2,397.83㎡

賃貸可能面積 2,397.83㎡

開業時期 平成26年1月

● 本物件は、京都市右京区の南端に所在し、JR「京都」駅からは北西方向へ約３km離れた中心市街地の
外郭部に位置します。最寄駅である阪急京都線「西京極」駅へは約0.8kmとなり、周辺は町工場も点在
する一方、古くからの住宅地が広がる職住混在の既成市街地です。 

● 平成22年国勢調査に基づく商圏距離別人口は0.5km圏で約0.9万人、１km圏で約3.9万人、２km
圏で約14.6万人と足元商圏は密度感の高い恵まれたマーケットで、0.5km圏で食品スーパー１店舗が成立する人口ボリュームを有して
います。

万代五条西小路店（敷地）
R17（K） 京都市

地域密着型商業施設

西京
極駅

阪
急
京
都
線

西院駅

五条通

四条通

西
大
路
通

わかさ
スタジアム
京都

イオンモール
京都五条

万代五条
西小路店（敷地）

第19期
取得資産

所在地 京都市右京区

敷地面積 9,182.80㎡

賃貸可能面積 9,182.80㎡

開業時期 平成26年12月

阪急京都線

京
阪
本
線

河原町OPA

京都タカシマヤ
京都マルイ

コトクロス
阪急河原町

河原町駅
祇
園
四
条
駅

所在地 京都市下京区

敷地面積 638.62㎡（注）

延床面積 4,400.13㎡

賃貸可能面積 4,400.13㎡

階数 地下1階付9階建

開業時期 平成19年10月
（注） 借地205.08㎡を含みます。

関西圏の投資エリアイメージ図

ず
な

三大中枢都市

関西圏の
都市近郊エリア

阪急阪神沿線エリア

大阪市

京都市

神戸市

京都市における新規取得資産の立地

西院駅
河原町駅

京都駅

丸太町駅

西京極駅

阪急京都線

地
下
鉄
烏
丸
線

二条城

二条城前駅

コトクロス
阪急河原町

デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地）

万代五条
西小路店（敷地）

イオンモール
京都五条
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ホテル用途に関する今後の投資方針
ホテル用途の投資割合の上限を20％（現状10％）へ

●投資対象
ビジネスホテル・シティホテルを主たる投資対象とする。 
・オペレーター、立地を重視するとともに、ビジネス客に加えて都市観光需要を取り込める施設を対象とする。
・その中でも、収益の安定性を重視する。（具体的には宿泊主体型ホテル） 
 また、収益の変動が大きいリゾートホテルは投資対象外とする。

●投資エリア
首都圏、中京圏、関西圏及び広島、福岡等を中心とする。その他、全国の政令指定都市及びそれに準じる主要都市については、ビジネス需要、
都市観光需要の状況等を勘案して投資を行う。

第19期における取り組み

関西圏の人口は約２,０57万人

大阪府：約867万人　
大阪市はじめ上位7自治体（30万人以上）で全体の62％

兵庫県：約556万人　
神戸市はじめ上位7自治体（20万人以上）で全体の68％

■本投資法人が保有する商業用施設の商圏は、一定の規模以上の自治体に位置し、人口の増加が見られるエリアに立地していることから、中
長期的に優良な商圏を背景とする地域密着型商業施設又は都市型商業施設の条件を充足していると、本投資法人は考えています。

関西圏の人口動態 ① 関西圏の人口動態 ②

関西国際空港

神戸空港

京都府

大阪府

滋賀県

大阪国際空港

大阪市
神戸市 梅田

●100万人以上
●50万人以上100万人未満
●30万人以上50万人未満
●20万人以上30万人未満
●10万人以上20万人未満

―阪急電鉄
―阪神電気鉄道

万代五条西小路店（敷地）

上六Fビルディング

コトクロス阪急河原町

難波阪神ビル

ライフ下山手店（敷地）

高槻城西ショッピングセンター

HEPファイブ
北野阪急ビル
ラグザ大阪

阪急電鉄本社ビル

ニトリ茨木北店（敷地）

デュー阪急山田

万代豊中豊南店（敷地）

阪急西宮ガーデンズ

ららぽーと甲子園（敷地）

イオンモール堺北花田（敷地）

デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地）

奈良県

京都市
京都府

滋賀県

関西国際空港

神戸空港

大阪府

大阪国際空港

大阪市
神戸市 梅田

●大幅増加（5％以上増加）
●増加（2％以上5％未満増加）
●ほぼ横ばい（2%減少～2％未満増加）
●減少（2％以上5％未満減少）
●大幅減少（5％以上減少）

―阪急電鉄
―阪神電気鉄道

ニトリ茨木北店（敷地）

デュー阪急山田

万代豊中豊南店（敷地）

万代五条西小路店（敷地）

上六Fビルディング

コトクロス阪急河原町

難波阪神ビル

ライフ下山手店（敷地）

高槻城西ショッピングセンター

HEPファイブ
北野阪急ビル
ラグザ大阪

阪急電鉄本社ビル
阪急西宮ガーデンズ

ららぽーと甲子園（敷地）

イオンモール堺北花田（敷地）

デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地）

関西圏の人口は微減 （▲0.4％、直近１０年間）だが、大阪市
（＋2.2％）等、中心都市の人口は増加
特に阪急阪神沿線周辺エリアは増加（＋3.9％）

差別化要因は高い交通利便性と商業施設の充実

阪急リートの商業施設の収益性・安定性にプラス

関西エリアへの投資状況および人口動態

商圏・人の流れの分析1

商圏・人の流れに合わせた
商品・サービスの提供2

スポンサーグループによる
オペレーショナル・マネジメント3

地域密着型商業施設及び都市型商業施設への投資について
地域密着型商業施設

生活ニーズに対応した商品・サービスを提供

消費需要の厚い優良商圏

商圏特性に合わせたテナント構成・商品・サービス

商圏ニーズの変化に対応

安定収益を志向

・人口が増加しており、中長期的に厚い消費需要が見
込める阪急阪神沿線をはじめとする優良な商圏

・エリアの人口動態、家族構成及び世帯年収といった
商圏特性・ニーズに合わせたテナント構成
・生活必需品・生鮮食料品等の人々の暮らしに必須な
商品・サービスを提供

・商圏ニーズの変化があれば対応すべく、商品・サー
ビス及びテナント構成の見直しやリニューアル等を
実施

・中長期的に優良と考えられる商圏をベースに、スポ
ンサーグループのオペレーショナル・マネジメントに 
より、継続的な収益、安定性を確保

上記の分析を経て、商業施設への
投資判断を行い、中長期的な

安定収益と収益力の向上を目指す

都市型商業施設

非日常の都市型エンターテインメント空間を提供

競争力のある繁華街

ターゲット客層に合わせたテナント構成・商品・サービス

ターゲット客層の嗜好の変化に対応

アップサイド賃料を模索

・一定の乗降客数が見込まれる中核駅等の周辺に集
積する競争力のある繁華街

・人の流れから、的確なターゲティングを実施し、商業
施設全体のコンセプト、方向性及びテナント構成を
企画
・ターゲット客層に合わせた商品・サービスを提供

・ターゲット客層の嗜好の変化を迅速にキャッチし、
テナント構成、商品・サービスに反映
・販促を適宜実施し、鮮度を保ちながら、陳腐化が
あれば、リニューアル等の活性化を実施

・常に商業施設全体のコンセプト及び方向性を確認し
ながら、適切な業態及びテナント構成により、収益の
最大化を模索

阪急リート保有ホテルの状況 稼働率
100％

80％

60％

40％

稼働率（右軸）

ADR（左軸）

140％

120％

100％

80％

RevPAR
ADR

RevPAR（左軸）

第8期 第10期 第12期 第14期 第16期 第18期 第19期

ホテル物件への投資割合の上限を引き上げる理由
●安定した運用実績の積み上げ
平成20年に商業用途区画にホテル用途部分を追加して以降、現時点で４物件（注1）のホ
テル用途部分を含む物件を保有している。ホテル事業の収入指標であるRevPAR（注2）
は4物件とも好調に推移している。

●国内における宿泊需要の増加
ビジネス需要は堅調に推移している。 
都市観光を目的とした宿泊需要が増加している。

●訪日外国人（インバウンド）の増加
訪日外国人数は、初めて1,000万人を突破した平成25年に続き、平成26年は年間で
1,300万人前後となる見込みである。

【グラフ】 稼働率：４物件（注1）の平均値（右軸） 
RevPAR・ADR（注2）：第8期（H21年5月期）の４物件の
平均値を基準（100％）とした相対数値（左軸）

(注1)北野阪急ビル（新阪急ホテルアネックス）（固定型マスターリース契約）、ホテルグレイスリー田町（長期固定契約）、 
ラグザ大阪（ホテル阪神）（固定型マスターリース契約）及びリッチモンドホテル浜松（固定型マスターリース契約）

(注2)RevPAR：Revenue Per Available Roomの略で、客室収入を客室数総数で除した数値を意味する
ADR：Average Daily Rateの略で、客室収入を販売客室数で除した数値を意味する

上記をふまえて第19期に新規4物件を取得

出典：財団法人国土地理協会「住民基本台帳人口要覧」（平成16年、平成26年）
（注）住民基本台帳の調査期間変更に伴い、平成16年版は平成16年3月末時点、平成26年版は

平成26年1月1日時点の人口で比較している。

出典：財団法人国土地理協会「住民基本台帳人口要覧」（平成26年）

・都心・都市近郊への回帰が鮮明化
・梅田・阪急阪神沿線の自治体は人口増加中
＜阪急阪神沿線及び人口１０万人以上の自治体における直近１０年間の増減＞

・都心・都市近郊への回帰により、人口集中度が高まる
・阪急リートの商業施設は人口上位自治体に立地
＜人口１０万人以上の自治体における平成26年1月末日現在の人口＞

都 心

百貨店
大型専門店

都市型ＳＣ

ＲＳＣ（リージョナル・ショッピングセンター）
ららぽーと甲子園　阪急西宮ガーデンズ　イオンモール堺北花田

ＮＳＣ（ネイバーフッド・ショッピングセンター）

ＧＭＳ（ゼネラルマーチャンダイズストア ）・ＳＭ（スーパーマーケット）

専門店
ニトリ茨木北店

デュー阪急山田 高槻城西ショッピングセンター
万代豊中豊南店 コーナン広島中野東店

コトクロス
阪急河原町

デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店

ライフ
下山手店

万代五条西小路店

事
務
所

商

　
　業

用

　
　
　途

ホ
テ
ル※

難波阪神ビル
上六Fビルディング
阪急電鉄本社ビル
スフィアタワー天王洲
汐留イーストサイドビル

HEPファイブ
北野阪急ビル
北青山3丁目ビル

路 面 店 ア ウ ト レ ッ ト セ ン タ ー

ラグザ大阪
リッチモンドホテル浜松
ホテルグレイスリー田町

※ビジネスホテル・シティホテルを主たる投資対象とする

都 市 近 郊 郊 外

エ　リ　ア

都市型商業施設 地域密着型商業施設

主たる投資対象ゾーン 商業施設における重点投資対象 第19期取得資産

都市型商業施設及び地域密着型商業施設を商業施設における重点投資対象として設定

スポンサーグループが
長年にわたり培った

不動産ノウハウ・経験を活用
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第19期における取り組み

70

投資法人債
60億円

第20期借換え

150

120

90

60

30

0

（億円）

第20期
（平成27年
5月期）

第21期
（平成27年
11月期）

第22期
（平成28年
5月期）

第23期
（平成28年
11月期）

第24期
（平成29年
5月期）

第25期
（平成29年
11月期）

第26期
（平成30年
5月期）

第27期
（平成30年
11月期）

第28期
（平成31年
5月期）

第29期
（平成31年
11月期）

第30期
（平成32年
5月期）

第31期
（平成32年
11月期）

第32期
（平成33年
5月期）

20
112

62

50
10

60 60
70

20 20
10

5055
40

第33期
（平成33年
11月期）

第34期
（平成34年
5月期）

第35期
平成34年
11月期）

第36期
（平成35年
5月期）

50

第20期に期限前弁済のうえ借入れ

財務その他の取り組み

調達期間、返済期限を分散させることにより、金融環境の変化による影響を抑制しております。

第18期末 第19期末
有利子負債 569億円 619億円

第18期末 第19期末
長期借入金と投資法人債の平均残存年数

長期比率

固定比率

LTV※

有利子負債比率

2.7年

100.0%

80.3%

47.3%

43.4%

3.6年

91.9%

73.8%

45.4%

42.9%
平均借入コスト
（投資法人債を含む）

平均調達コスト
（有利子負債＋敷金保証金活用額） 1.19% 1.06%

1.23% 1.08%

※（有利子負債＋敷金・保証金－敷金・保証金見合い現預金）÷（資産総額（鑑定評価調整ベース）－敷金・保証金見合い現預金）

平成26年6月に第3回公募増資により約73億円、新規借入れにより50億円を調達し、新規に4物件を取得いたし
ました。当該借入金は、借入コストも勘案のうえ短期借入金にて調達いたしました。このうち10億円は、新たな融資
行（レンダー）であるみずほ信託銀行株式会社から調達し、これにより、国内大手金融機関を中心とした8行のレン
ダーフォーメーションを構築しました。
同年7月に返済期限が到来した長期借入金55億円は5年固定金利、同年9月に返済期限が到来した長期借入金70

億円は、本投資法人としてこれまでで最長の年限である8年固定金利にて借換えを行いました。いずれも長期固定化
及び返済期限の分散により財務安定性を向上させながら、金融緩和による基準金利の低下も受けて借入コストの削
減を進めることができました。
これらの結果、第19期末には長期比率91.9％、固定比率73.8％となりました。長期資金の平均残存年数は、第18

期末より0.9年の大幅な長期化を実現し、3.6年となりました。
LTVは、第18期末の47.3％から、第3回公募増資の実施及び保有資産の鑑定評価額の上昇を受けて、第19期末は

45.4％に低下いたしました。
平成26年12月24日（第20期）には、4物件取得にあたり調達した短期借入金50億円について、万代五条西小路店

（敷地）の建物竣工による賃料の100％収受を確認した上で期限前弁済し、同額を8年固定金利にて借り入れました。
また、本年1月23日に返済期限が到来した長期借入金20億円については、7年固定金利にて借換えを行いました。こ
れらにより、長期比率は100％、固定比率は85.1％となり、更に財務安定性が向上いたしました。

●返済期限の分散状況

●資金調達の状況

内部成長の取り組み

デュー阪急山田 新規店舗万代五条西小路店（敷地）

平成26年6月24日に取得しました万代五条西小路店（敷地）については、取得した時点では本物件上の建物の建
築中であり、建物竣工日までは本投資法人が収受する賃料は竣工後の30％相当額となっておりましたが、同年11
月25日に建物が竣工したため、翌11月26日から100％の賃料を収受しております。12月3日には万代五条西小路
店が開業し、多くのお客様で賑わっております。
デュー阪急山田では、稼働率100％を維持しながら一部飲食店舗の入替え等により施設の活性化を図るととも

に、賃料の増額を実現いたしました。また、主要テナントの一つであるトイザらス・ベビーザらスは、平成25年7月の
リニューアル以降、売上が引き続き好調に推移し、歩合賃料も前年対比で増加しております。
ホテルグレイスリー田町については、昨年10月に賃借人である藤田観光株式会社より、賃料減額訴訟の提起を受

けました。本投資法人としては、首都圏における現在のホテル市況や賃料動向等を踏まえると、当該減額請求は合理
的な理由を欠くものと考えており、今後の裁判手続きにおいて、その旨を主張する方針です。

商業施設での取り組み

オフィスビルでの取り組み
第19期末時点の稼働率が39.0％にとどまっておりますスフィアタワー天王洲におきましては、エントランス、エ

レベータホール等の改装、動線・誘導サイン等の強化などのバリューアップ工事を行いました。その上で、引き続きエ
リアやビルの特性を踏まえたターゲット層を中心としてバリューアップによる訴求力向上を活かしたリーシングを
推進し、早期の稼働率向上及び分配金向上につなげるよう取り組んでおります。
難波阪神ビルにおきましては、新規テナントの誘致により第18期末には稼働率が92.8％に改善しておりました

が、第19期中も既存テナントの平均を上回る賃料水準で新規テナントを誘致し、期末の稼働率は94.9％まで上昇い
たしました。

これらの取り組みの結果、第19期末時点のポートフォリオ合計稼働率（エンドテナントベース）は、98.7％と高稼
働率を維持しております。

Before Before

After After

スフィアタワー天王洲におけるバリューアップ工事
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ポートフォリオデータ

固定賃料テナントからは固定賃料のみを収受しています。
変動賃料テナントからは売上歩合賃料を含む賃料を収受し
ていますが、固定部分（固定契約賃料、共益費収入、最低保
証賃料）も含まれています。
（注）賃料収入及び共益費収入により算出しております。

取得資産総額 総物件数 PML 

（注）括弧内はエンドテナントへの賃貸における稼働率です。

1,393.0億円 23物件 3.5%

固定賃料
テナント
91.6%

変動賃料
テナント
8.4%

その他用途区画
1.1%

事務所用途
区画
27.2%

商業用途
区画
71.7%

稼働率（注）

98.9%（98.7％）

（注）取得価格により算定しております（複数の用途区画
を有する物件は賃料収入及び共益費収入により按
分しております）。

（注）取得価格により算定しております。 

用途区画別投資比率 地域別投資比率 賃料体系別収入比率

その他
27.7%

関西圏
72.3%

固定部分 7.2%

内、ホテル
用途部分
9.4%

変動部分 1.1%

第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

●258,043
● 55,587

●258,043
● 55,587

●258,043
● 55,587

●258,050
● 55,587

●257,872
● 55,587

●257,871
● 55,561

313,631 313,631 313,631 313,638 313,459 313,433

●332,614
● 55,561

388,175
●404,922
● 56,182

461,105
●404,922
● 56,182

461,105
●404,922
● 56,182

461,105
●404,922
● 56,182

461,105 ●424,679
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（注1）物件番号は、本投資法人が保有する物件を次の施設及び地域毎に分類し、番号を付したものです。左のアルファベットは施設を表し、Rは商業用施設を、Oは事務所用施設を、Mは複
合施設を表しております。数字は各施設毎に取得日順に番号を付しており、数字の右にアルファベットの（K）が付されている場合、当該物件が関西圏に所在することを表しております。

（注2）敷地面積は100％相当を記載しております。
（注3）括弧内は、エンドテナントへの賃貸可能面積及びそれに基づく稼働率並びにエンドテナント数を記載しております。なお、HEPファイブは信託受益権の準共有持分割合14%に対応す

る賃貸可能面積、スフィアタワー天王洲は信託受益権の準共有持分割合33%に対応する賃貸可能面積、阪急西宮ガーデンズは信託受益権の準共有持分割合28％に対応する賃貸可
能面積をそれぞれ記載しております。ららぽーと甲子園（敷地）は、商業用施設の敷地部分86,124.96㎡、駐車場の敷地部分39,927.20㎡の合計面積です。

（注4）ＰＭＬ（Probable Maximum Loss）は、通常「予想最大損失率」と訳されております。統一された厳密な定義はありませんが、再現期間475年相当（年超過確率0.21%）で生じる地震
による損害の予想損失額を再調達価格（既存建築物を調査時に新築するとした場合の費用）に対する比率（%）で示したものをいいます。ただし、予想損失額は、地震動による建物（構
造部材・非構造部材・建築設備）のみの直接損失に関するものであり、機器、家具、什器等の被害や地震後の水又は火災による損失、被災者に対する補償、営業中断による営業損失等
の二次的被害は含まれておりません。

（注5）借地部分8,409.40㎡を含みます。
（注6）ららぽーと甲子園（敷地）のＰＭＬは、駐車場管理棟（394.88㎡）部分です。
（注7）借地部分6,255.29㎡を含みます。
（注8）借地部分205.08㎡を含みます。
（注9）事務所・店舗部分の竣工年です。
（注10）他の区分所有者の所有部分1,204.93㎡と借地部分320.49㎡を含みます。

物件
番号
（注1）

物件名称 所在地 竣工年
敷地面積
（㎡）
（注2）

賃貸可能
面積（㎡）
（注3）

稼働率
（注3）

テナント
総数
（注3）

PML
（注4） 取得日

取得
価格

（百万円）

投資
比率

商
業
用
施
設

R1（K） HEPファイブ
（準共有持分14%相当） 大阪市北区 平成

10年 5,596.11 6,337.37
（2,958.94）

100.0%
（99.2%）

1
（132） 4.6% 平成17年

2月1日 6,468 4.6%

R2（K） 北野阪急ビル 大阪市北区 昭和
60年 4,450.05 28,194.15

（18,477.35）
100.0%
（98.7%）

2
（24） 10.1% 平成17年

2月1日 7,740 5.6%

R3（K） デュー阪急山田 大阪府吹田市 平成
15年 7,914.22 13,027.28 100.0% 28 4.5% 平成17年

2月1日 6,930 5.0%

R4（K） 高槻城西
ショッピングセンター 大阪府高槻市 平成

15年
31,007.58

（注5）
31,451.81 100.0% 1 6.1% 平成17年

11月15日 8,600 6.2%

R5（K） ニトリ茨木北店
（敷地） 大阪府茨木市 ー 6,541.31 6,541.31 100.0% 1 ー 平成18年

3月29日 1,318 0.9%

R6 コーナン広島中野東店
（敷地） 広島市安芸区 ー 25,529.73 25,469.59 100.0% 1 ー 平成18年10月2日 2,170 1.6%60.14 平成19年4月9日 5

R8 ホテルグレイスリー田町 東京都港区 平成
20年 1,724.01 4,943.66 100.0% 1 10.3% 平成20年

12月25日 4,160 3.0%

R9（K） ららぽーと甲子園
（敷地） 兵庫県西宮市 ー 126,052.16 126,052.16 100.0% 1 6.4%

（注6）
平成21年
1月22日 7,350 5.3%

R10 リッチモンドホテル浜松 浜松市中区 平成
14年 1,264.43 6,995.33 100.0% 1 14.5% 平成21年

1月22日 2,100 1.5%

R11（K） 阪急西宮ガーデンズ（準共有持分28%相当） 兵庫県西宮市
平成
20年

79,003.72
（注7）

65,372.41 100.0% 1 9.2% 平成25年
4月16日 18,300 13.1%

R12（K） イオンモール堺北花田（敷地） 堺市北区 ー 64,232.77 64,104.27 100.0% 2 ー 平成25年
6月27日 8,100 5.8%

R13（K） 万代豊中豊南店（敷地） 大阪府豊中市 ー 8,159.41 8,159.41 100.0% 1 ー 平成25年
6月27日 1,870 1.3%

R14（K） デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地） 京都市上京区 ー 3,776.15 3,776.15 100.0% 1 ー 平成26年

6月4日 3,100 2.2%

R15（K） コトクロス阪急河原町 京都市下京区 平成
19年

638.62
（注8）

4,400.13 100.0% 1 2.6% 平成26年
6月4日 2,770 2.0%

R16（K） ライフ下山手店（敷地） 神戸市中央区 ー 2,397.83 2,397.83 100.0% 1 ー 平成26年
6月4日 1,421 1.0%

R17（K） 万代五条西小路店（敷地） 京都市右京区 ー 9,182.80 9,182.80 100.0% 1 ー 平成26年
6月24日 4,182 3.0%

事
務
所
用
施
設

O1 汐留イーストサイドビル 東京都中央区 平成
19年 1,932.54 9,286.58 100.0% 6 4.6% 平成20年

2月29日 19,025 13.7%

O2（K） 阪急電鉄本社ビル 大阪市北区 平成
4年 3,396.82 27,369.37 100.0% 1 3.7% 平成25年

4月10日 10,200 7.3%

複
合
施
設

M1（K） 上六Fビルディング 大阪市中央区 平成
５年 915.22 4,611.82 93.8% 11 3.2% 平成17年

11月1日 2,980 2.1%

M2 スフィアタワー天王洲
（準共有持分33%相当） 東京都品川区

平成
５年（注9） 6,106.11 8,807.71 39.0% 20 2.7% 平成19年

10月2日 9,405 6.8%

M3（K） ラグザ大阪 大阪市福島区 平成
11年

5,678.87
（注10）

30,339.91 100.0% 1 3.7% 平成21年
1月22日 5,122 3.7%

M4（K） 難波阪神ビル 大阪市中央区 平成
４年 971.61 9,959.01

（6,456.88）
100.0%
（94.9%）

1
（19） 5.1% 平成21年

1月22日 4,310 3.1%

M5 北青山3丁目ビル 東京都港区 平成
25年 415.42 619.76 100.0% 3 7.4% 平成25年

11月12日 1,680 1.2%

ポートフォリオ合計 497,459.98
（480,862.62）

98.9%
（98.7%）

88
（259） 3.5% ー 139,307 100.0%

ポートフォリオ・サマリー ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ合計稼働率（エンドテナントベース）
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P6-7でご紹介して
おります。
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Ⅰ．資産運用報告

（2）当期の資産の運用の経過
①運用方針
　阪急リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、商業用途又は事務所用途の区画を有する不動産を投資対象と
し、全国を投資対象エリアとして、中長期にわたる安定的な収益を確保し、投資主利益の最大化を目指す複合型不動産投資
信託です。
　中でも、商業用途区画（対価を支払って物やサービス等の提供を受けることを目的とした人が訪れる区画）及び関西圏（大
阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県の2府4県）に重点的に投資します。
　商業用途区画及び関西圏への投資比率は、原則として、各決算期末現在におけるポートフォリオ全体の投資額合計のそれ
ぞれ50％以上（取得価格ベース）とします。
　本投資法人は、阪急阪神ホールディングスグループ（阪急阪神ホールディングス株式会社を持株会社として構成される企
業集団をいい、以下「スポンサーグループ」ということがあります。）の持つ不動産事業における企画能力及び運営能力を活
用してまいります。

②運用状況
（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、平成16年12月3日に設立され、平成17年10月26日に株式会社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8977）した後、前期（平成26年5月期：平成25年12月1日～平成26年5月31日）末現在で
は19物件を保有しておりました。
　また、当期（平成26年11月期：平成26年6月1日～平成26年11月30日）中には、平成26年6月に実施した一般募集

（公募）による新投資口の発行に伴い、商業用施設4物件（内3物件は敷地のみ）を取得いたしました。
　この結果、当期末現在では23物件を運用しており、資産総額は144,288百万円、発行済投資口数は119,500口となっ
ております。

（2）運用の実績
　当期のわが国経済は、平成26年4月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響が懸念されましたが、日本政
府の政策や日本銀行の金融緩和による経済効果が下支えし、国内景気は緩やかな回復基調を辿りました。個人消費におい
ても、消費税率引き上げ当初は反動減がみられましたが、その後は雇用・所得環境が改善するもとで徐々に持ち直しの動
きが出てきております。
　J-REIT市場においては、東証REIT指数が世界的な景気先行き不透明感の影響等から一時的に下落した局面はあったもの
の、国債利回りの低下や東京都心5区を中心としたオフィスビル賃料の上昇傾向及び空室率の低下等を背景として、当期を
通じて堅調に推移いたしました。また、平成26年10月31日の日本銀行による「量的・質的金融緩和」の拡大発表及び同
日のGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）による日本株運用比率の引き上げ発表を受け、平成26年11月末には東証
REIT指数が平成20年1月以来の高値を付けるとともに、J-REIT全体の時価総額が市場創設以来最高となる10兆円に達しま
した。
　不動産市場においては、前期に引き続いて当期もJ-REITの新規上場銘柄、既上場銘柄、私募REIT及び外資系ファンド等
による活発な取得が進められております。しかしながら、物件取得競争は過熱してきており、適正価格水準での物件の取
得が難しくなっております。本投資法人においては、スポンサーグループとの連携を高め、グループの総合力を活用して
物件を取得していくことが必須となってきております。
　このような経済環境の中で、本投資法人は平成26年6月に平成25年に続き2年連続となる一般募集（公募）による新投
資口の発行を行い、デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）、コトクロス阪急河原町、ライフ下山手店（敷地）及
び万代五条西小路店（敷地）の4物件を取得しました。これらのスポンサー保有物件及びスポンサーウェアハウジング物件
を新たに組み入れることにより、持続的な成長を実現するとともにポートフォリオの収益性及び安定性の向上を図りまし
た。
　既存物件については、従前の運用方針に基づいて資産運用を行いました。当期末現在の賃貸可能面積は497,459㎡、
ポートフォリオ全体に占める商業用途区画の比率は71.7％（取得価格ベース）、関西圏の比率は72.3％（取得価格ベース）
となっております。
　保有する23物件（当期末現在）の運用に際しては、本投資法人の強みの一つであるオペレーショナル・マネジメントの
最適化に注力しました。すなわち、プロパティ・マネジメント会社との連携を密にし、テナントニーズを反映したきめ細
かい管理を行ってテナント満足度を向上させ、あるいは効果的な販売促進活動を通じて、賃料単価及び稼働率の維持・上
昇を図ってまいりました。スフィアタワー天王洲については、共用部の改装や動線・誘導サインの改善等のバリューアッ

1 資産運用の概況
（1）投資法人の運用状況等の推移

期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期

営業期間 自 平成24年 6 月 1 日
至 平成24年11月30日

自 平成24年12月 1 日
至 平成25年 5 月31日

自 平成25年 6 月 1 日
至 平成25年11月30日

自 平成25年12月 1 日
至 平成26年 5 月31日

自 平成26年 6 月 1 日
至 平成26年11月30日

営業収益 百万円 4,736 8,088 4,545 4,460 4,786 
　うち賃貸事業収益 百万円 4,700 4,556 4,536 4,460 4,786 
営業費用 百万円 3,264 6,621 2,732 2,710 2,857 
　うち賃貸事業費用 百万円 2,892 2,787 2,353 2,305 2,433 
営業利益 百万円 1,471 1,466 1,812 1,750 1,928 
経常利益 百万円 1,045 1,009 1,367 1,312 1,517 
当期純利益 百万円 1,044 1,008 1,366 1,311 1,515 
総資産額 百万円 125,113 121,777 131,658 131,083 144,288 

（対前期比） ％ （△0.0） （△2.7） （＋8.1） （△0.4） （＋10.1）
純資産額 百万円 56,389 56,353 65,682 65,627 73,175

（対前期比） ％ （△0.0） （△0.1） （＋16.6） （△0.1） （＋11.5）
出資総額 百万円 55,344 55,344 64,316 64,316 71,659
発行済投資口総数 口 85,400 85,400 105,200 105,200 119,500
1口当たり純資産額（基準価額） （注1） 円 660,294 659,872 624,354 124,766 122,468
分配金総額 百万円 1,044 1,008 1,366 1,311 1,515
1口当たり分配金額 円 12,228 11,806 12,985 12,462 12,685
　うち1口当たり利益分配金 円 12,228 11,806 12,985 12,462 12,685
　うち1口当たり利益超過分配金 円 － － － － －
総資産経常利益率（ROA） （注2）（注3） ％ 0.8（1.7） 0.8（1.6） 1.1（2.2） 1.0（2.0） 1.1（2.2）
純資産利益率（ROE） （注2）（注4） ％ 1.9（3.7） 1.8（3.6） 2.2（4.5） 2.0（4.0） 2.2（4.4）
自己資本比率 （注5） ％ 45.1 46.3 49.9 50.1 50.7

（対前期比増減） ％ （＋0.0） （＋1.2） （＋3.6） （＋0.2） （＋0.6）
配当性向 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
当期実質運用日数 日 183 182 183 182 183
期末負債比率（LTV） （注6） ％ 51.9（55.8） 50.8（53.5） 47.2（48.6） 46.9（47.3） 45.9（45.4）
期末総資産有利子負債比率 （注7） ％ 45.5 46.7 43.2 43.4 42.9
デット・サービス・カバレッジ・レシオ（DSCR） （注8） 倍 6.1 6.3 7.0 7.3 8.2
ネット・オペレーティング・インカム（NOI） （注9）百万円 2,794 2,782 3,126 3,103 3,325
ファンズ・フロム・オペレーション（FFO） （注10）百万円 2,031 2,002 2,310 2,258 2,488

（注1） 平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。
  1口当たり純資産額については、第18期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しております。

（注2） 日数により年換算した数値を括弧書きで記載しております。
（注3） 経常利益／｛（期首総資産額＋期末総資産額）／2｝
（注4） 当期純利益／｛（期首純資産額＋期末純資産額）／2｝
（注5） 期末純資産額／期末総資産額
（注6） （期末有利子負債額＋期末敷金・保証金－期末敷金・保証金見合い現預金）／（期末総資産額－期末敷金・保証金見合い現預金）

期末総資産額は期末日現在の貸借対照表計上額です。なお、有形固定資産の鑑定評価額と期末帳簿価額との差額を当該期末総資産額
に加減した金額を用いて算出した数値を括弧書きで記載しております。

（注7） 期末有利子負債額／期末総資産額
（注8） 利払前償却前当期純利益／支払利息
（注9） 不動産賃貸事業損益＋減価償却費
（注10） 当期純利益＋減価償却費－不動産等売却損益
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プ工事を実施いたしました。稼働率低迷を早期に改善するべく、バリューアップ工事竣工による訴求力向上を活用し、エ
リアやビルの特性を踏まえたリーシングを推進しております。一方、難波阪神ビルについては、既存テナントの賃料水準
を上回る賃料にてテナントを誘致し、更なる稼働率の向上を実現しました。その結果、当期末現在のポートフォリオ全体
の稼働率は98.7％（注）と依然として高稼働率を維持しております。
　同時に、競争力強化につながるテナント満足度の維持・向上を図りつつ運営管理の品質向上や効率化を進め、管理費用
の適正化に努めました。
　（注）パススルー型マスターリースを導入している物件については、エンドテナントを基準として算出しています。

（3）資金調達の概要
　本投資法人は、安定収益確保の実現と運用資産の着実な成長による投資主価値の最大化を図るために、安定的かつ効率
的な財務戦略を立案し実行することを基本方針としております。
　そのため、エクイティファイナンスやデットファイナンスとともに、商業用施設等において受け入れた敷金・保証金等

（当期末現在の残高7,807百万円）を有効に活用しております。また、借入れに際しては、金利動向を鑑み、固定比率や返
済期限の分散を踏まえて調達しております。
　当期においては、平成26年6月23日に万代五条西小路店（敷地）の取得資金として5,000百万円の新規借入れを行いま
した。また、当期中に返済期限が到来した借入金12,500百万円（全て長期借入金）の全額について借換えを行った結果、
当期末現在の有利子負債残高は、61,900百万円となりました。このうち借入金は55,900百万円（短期5,000百万円、長
期50,900百万円（1年内返済予定の長期借入金12,400百万円を含みます。））、投資法人債は6,000百万円となっておりま
す。
　当期末現在の総資産有利子負債比率は42.9％となっております。
　本投資法人は、当期末現在において、株式会社日本格付研究所（JCR）よりAA－（格付の見通し：安定的）の長期発行
体格付、株式会社格付投資情報センター（R＆I）よりA＋（格付の方向性：安定的）の発行体格付をそれぞれ取得しており
ます。

（4）業績及び分配
　こうした運用の結果、当期の実績として営業収益4,786百万円、営業利益1,928百万円を計上いたしました。ここから
支払利息等を控除した後の経常利益は1,517百万円、また当期純利益は1,515百万円となりました。
　分配金については、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の適用により、
利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未
処分利益の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、12,685円となりました。

（3）増資等の状況
　最近5年間における増資等の概要は以下のとおりです。

年月日 摘　要
発行済投資口数（口） 出資総額（百万円）

備　考
増　減 残　高 増　減 残　高

平成25年 6 月18日 公募増資 18,000 103,400 8,155 63,500 （注1）
平成25年 7 月10日 第三者割当増資 1,800 105,200 815 64,316 （注2）
平成26年 6 月 2 日 公募増資 13,000 118,200 6,675 70,991 （注3）
平成26年 6 月27日 第三者割当増資 1,300 119,500 667 71,659 （注4）

（注1）  1口当たり発行価格469,462円（発行価額453,091円）にて、新たな特定資産の取得資金に充当すること及び運用資産の取得にあたっ
て利用した預り敷金・保証金の返還又は借入金の返済に充当することを目的として公募により投資口を追加発行いたしました。

（注2）  1口当たり発行価額453,091円にて、新たな特定資産の取得資金に充当すること及び運用資産の取得にあたって利用した預り敷金・保
証金の返還又は借入金の返済に充当することを目的として第三者割当により投資口を追加発行いたしました。

（注3）  1口当たり発行価格532,057円（発行価額513,503円）にて、新たな特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募によ
り投資口を追加発行いたしました。

（注4）  1口当たり発行価額513,503円にて、手許資金とし、将来の特定資産の取得資金、特定資産の取得にあたって利用した預り敷金・保証
金の返還又は借入金の返済に充当することを目的として第三者割当により投資口を追加発行いたしました。

（注5）  平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行ったことに
より、分割後の発行済投資口数は、597,500口となっております。

【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株式会社東京証券取引所の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 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期（注）
（権利落前）

第19期（注）
（権利落後）

決算年月 平成24年11月 平成25年5月 平成25年11月 平成26年5月 平成26年11月
最　高 円 413,000 700,000 591,000 562,000 727,000 146,100
最　低 円 337,000 392,000 463,000 512,000 540,000 142,500

（注）  平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。
それに伴い、平成26年11月26日より権利落後の投資口価格にて取引されております。

（4）分配金等の実績
　当期及び前期以前の分配金等の実績は以下のとおりです。

期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期
営業期間 自 平成24年 6 月 1 日

至 平成24年11月30日
自 平成24年12月 1 日
至 平成25年 5 月31日

自 平成25年 6 月 1 日
至 平成25年11月30日

自 平成25年12月 1 日
至 平成26年 5 月31日

自 平成26年 6 月 1 日
至 平成26年11月30日

当期純利益総額 千円 1,044,260 1,008,228 1,366,043 1,311,017 1,515,868
前期繰越利益 千円 57 46 43 64 79
当期未処分利益総額 千円 1,044,317 1,008,275 1,366,086 1,311,082 1,515,948
利益留保額 千円 46 43 64 79 90
金銭の分配金総額 千円 1,044,271 1,008,232 1,366,022 1,311,002 1,515,857

（1口当たり分配金） 円 （12,228） （11,806） （12,985） （12,462） （12,685）
うち利益分配金総額 千円 1,044,271 1,008,232 1,366,022 1,311,002 1,515,857

（1口当たり利益分配金） 円 （12,228） （11,806） （12,985） （12,462） （12,685）
うち出資払戻総額 千円 － － － － －

（1口当たり出資払戻額） 円 （－） （－） （－） （－） （－）
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（1）出資の状況
第15期

平成24年11月30日現在
第16期

平成25年5月31日現在
第17期

平成25年11月30日現在
第18期

平成26年5月31日現在
第19期

平成26年11月30日現在
発行可能投資口総口数 口 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
発行済投資口の総数 口 85,400 85,400 105,200 105,200 119,500
投資主数 人 9,610 8,693 10,635 10,626 10,886

（2）投資口に関する事項
　平成26年11月30日現在の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）

発行済投資口数の総数に
対する所有口数の割合

（％）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 28,369 23.74
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,557 8.00
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 5,449 4.56
株式会社池田泉州銀行 4,883 4.09
阪急電鉄株式会社 4,200 3.51
野村信託銀行株式会社（投信口） 2,951 2.47
株式会社中京銀行 1,581 1.32
株式会社京都銀行 1,276 1.07
日本図書普及株式会社 1,241 1.04
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー 1,230 1.03

（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

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
役職毎の報酬の総額

（千円）
執行役員（注1）（注2） 白木　義章 阪急リート投信株式会社　代表取締役社長 －（注3）
監督役員（注2）（注4） 宇多　民夫 宇多法律事務所　弁護士 3,600（注5）監督役員（注2）（注4） 堀之内　清孝 堀之内会計事務所　公認会計士・税理士

会計監査人 有限責任
あずさ監査法人 － 8,853（注6）

（注1）執行役員は、本投資法人の投資口を累積投資制度を利用することにより3口所有しております。
（注2）  平成26年8月31日の任期満了に伴い、平成26年8月27日開催の第8回投資主総会において、執行役員に白木義章が、監督役員に宇多

民夫及び堀之内清孝が選任され、平成26年9月1日に就任いたしました。
（注3）執行役員は、本投資法人から報酬を受け取っておりません。
（注4）  監督役員は、本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有しておりません。また、監督役員は、上記以外の他の法人の役員である

場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。
（注5）当期において支給した額を記載しております。
（注6）  会計監査人の報酬には、当期の監査に係る報酬として支払うべき額の他、「FATCA態勢整備支援及びFFI登録代行」業務の報酬が含ま

れております。

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、監査報酬額等その他諸般の事
情を総合的に勘案して、本投資法人の役員会において検討いたします。

（4）資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
　平成26年11月30日現在の資産運用会社、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 阪急リート投信株式会社
資産保管会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務受託者（計算・機関運営・投資口事務代行等） 三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務受託者（投資法人債に関する事務） 株式会社三井住友銀行

2 投資法人の概況
（5）今後の運用方針及び対処すべき課題

　本投資法人は、規約に定められた基本方針に基づき、商業用途又は事務所用途の区画を有する不動産を投資対象とし、全
国を投資対象エリアとして投資を行ってまいります。
　外部成長戦略としては、基本方針として、資産規模の拡大や物件数の増加による収益の拡大と安定、リスク分散及び投資
口の流動性増大を図るため、物件の内容を十分に吟味した上で継続的に優良物件の取得を検討してまいります。具体的には、
阪急電鉄株式会社、阪急不動産株式会社及び阪急インベストメント・パートナーズ株式会社と締結した情報共有に係る協定
書に基づき、物件情報の取得やグループ物件に係る優先交渉権を活用します。また、資産運用会社固有のネットワークによ
る事業会社等への直接アプローチも継続的に行い、外部物件情報の獲得を図ります。
　内部成長戦略としては、本投資法人独自の強みであるオペレーショナル・マネジメントを軸に、フロアや区画毎の利用形
態にまで着目し、また、テナントのみならずエンドユーザーたる消費者にまで目線を合わせた運営を行い、特に稼働率の低
下しているオフィスビルについてリーシングに努めるなど、賃貸事業利益の維持・向上に注力いたします。
　財務戦略としては、引き続き、エクイティファイナンスやデットファイナンスとともに、商業用施設等において受け入れ
た敷金・保証金を有効に活用します。また、借入れに際しては、金利動向を鑑み、固定比率や返済期限の分散を踏まえて調
達するよう努めます。
　本投資法人は、中長期にわたる安定的な収益の確保と投資主利益の最大化を目指しております。優良物件取得に関する競
争環境は依然として厳しいものがありますが、個別物件の収益性及びポートフォリオ全体のバランスの両面を考慮して慎重
に投資判断を行い、引き続き着実な成長を果たしたいと考えております。更に、上場投資法人及び資産運用会社におけるコ
ンプライアンス徹底の社会的要請に鑑み、利益相反取引に係る厳格な検証をはじめ、コンプライアンス機能及び内部統制体
制の強化を引き続き図っていく方針です。

（6）決算後に生じた重要な事実
　本投資法人は、平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による
投資口の分割を行いました。
A. 分割の目的

　平成26年1月1日から「少額投資非課税制度（NISA）」が開始されたことを踏まえ、投資単位当たりの金額を引き下げ
ることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、更なる投資家層の拡大と投資口の流動性の向上を図ること
を目的として、投資口分割を実施いたしました。

B. 分割の方法
　平成26年11月30日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投
資口1口につき5口の割合による分割を行いました。

C. 分割により増加した投資口数等
①分割前の発行済投資口数　　　　　： 119,500口
②今回の分割により増加した投資口数： 478,000口
③分割後の発行済投資口数　　　　　： 597,500口
④分割後の発行可能投資口総口数　　： 10,000,000口
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3 投資法人の運用資産の状況
（1）本投資法人の財産の構成

資産の種類 用　途
（注1）

地　域
（注1）

第18期
平成26年5月31日現在

第19期
平成26年11月30日現在

保有総額
（百万円）

（注2）

対総資産
比率
（％）

保有総額
（百万円）

（注2）

対総資産
比率
（％）

不動産

商業用途区画
関西圏 8,848 6.7 8,773 6.1
関西圏以外 3,497 2.7 3,533 2.4

事務所用途区画
関西圏 － － － －
関西圏以外 534 0.4 495 0.3

その他用途区画
関西圏 － － － －
関西圏以外 － － － －

小　計 12,880 9.8 12,801 8.9

信託不動産
（注3）

商業用途区画
関西圏 63,684 48.6 74,756 51.8
関西圏以外 8,354 6.4 8,324 5.8

事務所用途区画
関西圏 13,129 10.0 13,171 9.1
関西圏以外 22,453 17.1 22,168 15.4

その他用途区画
関西圏 － － － －
関西圏以外 1,397 1.1 1,457 1.0

小　計 109,019 83.2 119,878 83.1
預金・その他の資産（注3）（注4） 9,183 7.0 11,607 8.0

資産総額計（注5）
131,083

（121,900）
100.0

（93.0）
144,288

（132,680）
100.0

（92.0）
（注1）商業用途区画：  事務所、店舗、飲食、アミューズメント、クリニック、学習塾、学校、美容院、貸会議室、ホール、劇場、ホテル及び

娯楽施設等のうち、対価を支払って物やサービス等の提供を受けることを目的とした人が訪れる区画及び物やサービス
等を提供するための補完的区画

事務所用途区画：執務することを目的とした区画及び執務のための補完的区画
その他用途区画：商業用途区画及び事務所用途区画のいずれにも含まれない区画（住居等）
関西圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県の2府4県

（注2）  用途区画別の保有総額は、期末日現在の物件毎の貸借対照表計上額（不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額）を、
期中の各用途区画からの賃料収入及び共益費収入の合計の比率で按分しております。  
ただし、ラグザ大阪の賃貸方式は固定型マスターリースであり、期中の用途区画別の収入額を算出することが困難なため、取得日（平
成21年1月22日）の属する月（平成21年1月）のエンドテナントの各用途区画からの賃料収入及び共益費収入の合計の比率で按分し
ております。

（注3）  信託不動産及び預金・その他の資産は、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。）に定める「その他の資産」です。

（注4）  第18期の預金・その他の資産には信託財産内の預金6,731百万円、第19期の預金・その他の資産には信託財産内の預金8,403百万円
が含まれております。なお、信託不動産には信託財産内の預金は含まれておりません。

（注5）括弧内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分を記載しております。

（2）主要な保有資産
　平成26年11月30日現在、本投資法人が保有する主要な資産（帳簿価額上位10物件）の概要は以下のとおりです。

不動産等の名称
帳簿
価額

（百万円）

賃貸方式
（注1）

右記情報の
算出方法

（注1）

賃貸可能
面積
（㎡）
（注2）

賃貸面積
（㎡）
（注2）

稼働率
（％）
（注3）

対総賃
貸事業
収入比
率（％）

運用
日数
（日）

主たる
用途

阪急西宮ガーデンズ
（準共有持分28％相当） 18,104 固定型マス

ターリース （C） 65,372.41
（注4）

65,372.41
（注4） 100.0 12.9 183

商業
用途
区画

汐留イースト
サイドビル 17,835 ダイレクト

リース （C） 9,286.58 9,286.58 100.0 8.5 183
事務所
用途
区画

阪急電鉄本社ビル 9,989
固 定 型 マ ス
ターリース、
ダ イ レ ク ト
リースの併用

（C） 27,369.37 27,369.37 100.0 7.5 183
事務所
用途
区画

スフィアタワー天王洲
（準共有持分33％相当） 8,671 ダイレクト

リース （C） 8,807.71 3,438.62 39.0 2.4 183
事務所
用途
区画

イオンモール堺北花田
（敷地） 8,189 ダイレクト

リース （C） 64,104.27 64,104.27 100.0 －
（注5） 183

商業
用途
区画

北野阪急ビル 7,766

パススルー
型マスター
リース、固
定 型 マ ス
ターリース
の併用

（注6）

マスターレッシー
との賃貸借契約に
より算出（A）

28,194.15 28,194.15 100.0

12.1 183
商業
用途
区画

パススルー型：エン
ドテナント
固 定 型： マ ス タ ー
レッシーとの賃貸借
契約により算出（B）

（18,477.35） （18,233.63） （98.7）

ららぽーと甲子園
（敷地） 7,748 ダイレクト

リース （C） 126,052.16 126,052.16 100.0 5.4 183
商業
用途
区画

高槻城西
ショッピング
センター

7,433
固 定 型 マ ス
ターリース、
ダ イ レ ク ト
リースの併用

（C） 31,451.81
（注7）

31,451.81
（注7） 100.0 5.9 183

商業
用途
区画

デュー阪急山田 5,788 ダイレクト
リース （C） 13,027.28 13,027.28 100.0 8.1 183

商業
用途
区画

HEPファイブ
（準共有持分14％相当） 5,729

パススルー
型マスター
リース

マスターレッシー
との賃貸借契約に
より算出（A）

6,337.37 6,337.37 100.0
6.4 183

商業
用途
区画エンドテナント

との賃貸借契約
により算出（B）

（2,958.94） （2,934.04） （99.2）

合　計 97,256 － （A）と（C）の合計 380,003.13 374,634.04 98.6 74.6 － －（（B）と（C）の合計）（366,907.90）（361,270.19） （98.5）
（注1）マスターリース（方式）：  信託受託者又は本投資法人がマスターレッシー（転貸人）に賃貸し、マスターレッシーがエンドテナント（転借人）

に転貸する方式
ダイレクトリース（方式）：マスターリース方式を採用せず、信託受託者又は本投資法人がエンドテナント（賃借人）に直接賃貸する方式
パススルー型マスターリース（方式）：マスターレッシーが支払う賃料と、エンドテナントが支払う賃料が常に同額となるマスターリース方式
固定型マスターリース（方式）：マスターレッシーが支払う賃料を、エンドテナントが支払う賃料にかかわらず一定額とするマスターリース方式
マスターレッシー：信託受託者又は本投資法人から各物件を借り受け、各物件の区画をエンドテナントに転貸する転貸人
エンドテナント：借り受けた各物件の区画を転貸せず、自らが商業、事務所、その他の用途に使用する賃借人又は転借人

（注2）  賃貸可能面積及び賃貸面積には、マスターリース方式により一括賃貸をしている場合を除き、倉庫、駐車場、機械室等を含めておりません。
また、HEPファイブ、阪急西宮ガーデンズ、スフィアタワー天王洲については、それぞれの準共有持分相当の賃貸可能面積及び賃貸面積
を記載しております。

（注3）稼働率は賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合です。
（注4）賃貸可能面積及び賃貸面積には、駐車場棟の面積8,929.49㎡（準共有持分28％相当）を含んでおります。
（注5）テナントから賃料等を開示することにつき同意が得られていないため、開示しておりません。
（注6）  ホテル部分（株式会社阪急阪神ホテルズへの転貸部分）については、阪急電鉄株式会社への固定型マスターリース、それ以外（ホテル以

外の各エンドテナントへの転貸部分）については、阪急阪神ビルマネジメント株式会社へのパススルー型マスターリースとなっております。
（注7）賃貸可能面積及び賃貸面積には、駐車場棟の面積9,476.49㎡を含んでおります。
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Ⅰ．資産運用報告

（3）不動産等組入資産明細
　平成26年11月30日現在、本投資法人が保有する不動産等の明細は以下のとおりです。

不動産等の名称 所在地 所有形態
期末算定価額

（百万円）
（注）

帳簿価額
（百万円）

HEPファイブ
（準共有持分14％相当） 大阪市北区角田町5番15号 不動産信託受益権 7,882 5,729

北野阪急ビル 大阪市北区芝田一丁目8番1号 不動産信託受益権 6,570 7,766
デュー阪急山田 大阪府吹田市山田西四丁目1番2号 不動産信託受益権 7,810 5,788
高槻城西ショッピングセンター 大阪府高槻市城西町6番28号 不動産 7,745 7,433
ニトリ茨木北店（敷地） 大阪府茨木市西豊川町1番31号 不動産 1,560 1,340
コーナン広島中野東店（敷地） 広島市安芸区中野東七丁目28番1号 不動産 1,880 2,280
ホテルグレイスリー田町 東京都港区芝浦三丁目8番1号 不動産信託受益権 4,010 3,851
ららぽーと甲子園（敷地） 兵庫県西宮市甲子園八番町1番100号 不動産信託受益権 6,950 7,748
リッチモンドホテル浜松 浜松市中区元城町218番1 不動産信託受益権 2,021 1,591
阪急西宮ガーデンズ

（準共有持分28%相当） 兵庫県西宮市高松町14番2号 不動産信託受益権 22,120 18,104

イオンモール堺北花田（敷地） 堺市北区東浅香山町四丁1番12号 不動産信託受益権 8,840 8,189
万代豊中豊南店（敷地） 大阪府豊中市豊南町東三丁目1番20号 不動産信託受益権 2,150 1,889
デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地）

京都市上京区堀川通丸太町下る
堀川町146番 不動産信託受益権 3,250 3,127

コトクロス阪急河原町 京都市下京区四条通小橋西入真町67番1 不動産信託受益権 3,010 2,787
ライフ下山手店（敷地） 神戸市中央区下山手通七丁目1番7号 不動産信託受益権 1,490 1,434
万代五条西小路店（敷地） 京都市右京区西院六反田町33番 不動産信託受益権 4,340 4,213
汐留イーストサイドビル 東京都中央区築地五丁目4番18号 不動産信託受益権 13,200 17,835
阪急電鉄本社ビル 大阪市北区芝田一丁目16番1号 不動産信託受益権 10,900 9,989
上六Fビルディング 大阪市中央区上本町西五丁目3番5号 不動産信託受益権 2,630 2,736
スフィアタワー天王洲

（準共有持分33％相当） 東京都品川区東品川二丁目2番8号 不動産信託受益権 6,732 8,671

ラグザ大阪 大阪市福島区福島五丁目6番16号 不動産信託受益権 5,120 4,478
難波阪神ビル 大阪市中央区難波四丁目7番14号 不動産信託受益権 2,410 3,943
北青山3丁目ビル 東京都港区北青山三丁目12番13号 不動産 1,760 1,747

合　計 134,380 132,680
（注）  期末算定価額は、本投資法人規約に定める資産評価の方法、基準及び一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、HEPファイブ、

北野阪急ビル、デュー阪急山田、ニトリ茨木北店（敷地）、コーナン広島中野東店（敷地）、阪急西宮ガーデンズ、ライフ下山手店（敷
地）及びラグザ大阪については株式会社谷澤総合鑑定所、高槻城西ショッピングセンター、ホテルグレイスリー田町、ららぽーと甲子
園（敷地）、リッチモンドホテル浜松、イオンモール堺北花田（敷地）及び汐留イーストサイドビルについては株式会社立地評価研究
所、万代豊中豊南店（敷地）、デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）、コトクロス阪急河原町、万代五条西小路店（敷地）、阪
急電鉄本社ビル、上六Fビルディング、難波阪神ビル及び北青山3丁目ビルについては大和不動産鑑定株式会社、スフィアタワー天王洲
については一般財団法人日本不動産研究所による鑑定評価額を記載しております。

　本投資法人が保有する不動産等の賃貸事業の推移は以下のとおりです。

不動産等の名称

第18期
自 平成25年12月1日　至 平成26年5月31日

第19期
自 平成26年6月1日　至 平成26年11月30日

テナント
総数

〈期末時点〉
（注1）（注2）

稼働率
〈期末時点〉

（％）
（注2）（注3）

賃貸事業
収入

〈期間中〉
（百万円）

対総賃貸
事業収入

比率
（％）

テナント
総数

〈期末時点〉
（注1）（注2）

稼働率
〈期末時点〉

（％）
（注2）（注3）

賃貸事業
収入

〈期間中〉
（百万円）

対総賃貸
事業収入

比率
（％）

HEPファイブ
（準共有持分14％相当）

1 100.0 303 6.8 1 100.0 305 6.4（131） （97.4） （132） （99.2）
北野阪急ビル 2 100.0 537 12.0 2 100.0 578 12.1（24） （98.7） （24） （98.7）
デュー阪急山田 28 100.0 387 8.7 28 100.0 387 8.1
高槻城西ショッピングセンター 1 100.0 284 6.4 1 100.0 284 5.9
ニトリ茨木北店（敷地） 1 100.0 －

（注4）
－

（注4） 1 100.0 －
（注4）

－
（注4）

コーナン広島中野東店（敷地） 1 100.0 68 1.5 1 100.0 68 1.4
ホテルグレイスリー田町 1 100.0 121 2.7 1 100.0 121 2.5
ららぽーと甲子園（敷地） 1 100.0 257 5.8 1 100.0 257 5.4
リッチモンドホテル浜松 1 100.0 －

（注4）
－

（注4） 1 100.0 －
（注4）

－
（注4）

阪急西宮ガーデンズ
（準共有持分28％相当） 1 100.0 618 13.9 1 100.0 618 12.9

イオンモール堺北花田（敷地） 2 100.0 －
（注4）

－
（注4） 2 100.0 －

（注4）
－

（注4）

万代豊中豊南店（敷地） 1 100.0 －
（注4）

－
（注4） 1 100.0 －

（注4）
－

（注4）
デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地） － － － － 1 100.0 －

（注4）
－

（注4）
コトクロス阪急河原町 － － － － 1 100.0 100 2.1
ライフ下山手店（敷地） － － － － 1 100.0 －

（注4）
－

（注4）

万代五条西小路店（敷地） － － － － 1 100.0 －
（注4）

－
（注4）

汐留イーストサイドビル 6 100.0 407 9.1 6 100.0 407 8.5
阪急電鉄本社ビル 1 100.0 359 8.1 1 100.0 359 7.5
上六Fビルディング 12 97.2 137 3.1 11 93.8 139 2.9
スフィアタワー天王洲

（準共有持分33％相当） 21 39.4 120 2.7 20 39.0 113 2.4
ラグザ大阪 1 100.0 254 5.7 1 100.0 262 5.5
難波阪神ビル 1 100.0 108 2.4 1 100.0 117 2.4（18） （92.8） （19） （94.9）
北青山3丁目ビル 2 100.0 －

（注4）
－

（注4） 3 100.0 －
（注4）

－
（注4）

合　計 85 98.9 4,460 100.0 88 98.9 4,786 100.0（254） （98.6） （259） （98.7）
（注1）  テナント総数は、敷地又は貸室を賃借しているテナントの合計数です。なお、1テナントが特定の物件にて複数の敷地又は貸室を賃借

している場合には1と数えて記載しております。これに対し、1テナントが複数の物件を賃借している場合は別に数え、延べテナント
数を合計欄に記載しております。

（注2）  括弧内は、パススルー型マスターリース方式を導入している物件について、エンドテナントを基準として算出したテナント総数及び稼
働率を記載しております。

（注3）稼働率は賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合です。
（注4）テナントから賃料等を開示することにつき同意が得られていないため、開示しておりません。

（4）その他資産の状況
　該当事項はありません。

（5）国及び地域毎の資産保有状況
　該当事項はありません。
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Ⅰ．資産運用報告

4 保有不動産の資本的支出
（1）資本的支出の予定

　保有不動産等に関し、現在計画している資本的支出のうち主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予定金額には、
会計上の費用に区分経理される部分が含まれております。

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 既払総額

北野阪急ビル 大阪市
北区

冷却塔更新工事 自 平成27年 2 月
至 平成27年 5 月 50 － －

エレベーター更新工事 自 平成27年 1 月
至 平成27年 5 月 20 － －

空調機改修工事 自 平成27年 4 月
至 平成27年 5 月 20 － －

阪急電鉄本社ビル 大阪市
北区

15・16階空調機更新工事 自 平成27年 4 月
至 平成27年 5 月 45 － －

照明制御設備更新工事 自 平成27年 3 月
至 平成27年 5 月 20 － －

誘導灯・非常灯更新工事 自 平成27年 4 月
至 平成27年 5 月 20 － －

スフィアタワー天王洲
（準共有持分33％相当）

東京都
品川区 共用部バリューアップ工事 自 平成26年 8 月

至 平成26年12月 82 － －

（注）予定工事の内容を精査した結果、工事金額等が変更となる場合があります。

（2）期中の資本的支出
　保有不動産等において、当期に行った資本的支出に該当する主な工事の概要は以下のとおりです。当期の資本的支出は
169百万円であり、当期費用に区分された修繕費27百万円と合わせ、196百万円の工事を実施しております。

不動産等の名称 所在地 目　的 期　間 工事金額
（百万円）

北野阪急ビル 大阪市北区 防災設備更新工事 自 平成25年12月
至 平成26年11月 138

その他 30
合　計 169

（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、期中のキャッシュ・フローの中から、中長期的な将来の大
規模修繕等の資金支払に充当することを目的とした修繕積立金を、以下のとおり積み立てております。

営業期間
第15期

自 平成24年 6 月 1 日
至 平成24年11月30日

第16期
自 平成24年12月 1 日
至 平成25年 5 月31日

第17期
自 平成25年 6 月 1 日
至 平成25年11月30日

第18期
自 平成25年12月 1 日
至 平成26年 5 月31日

第19期
自 平成26年 6 月 1 日
至 平成26年11月30日

当期首積立金残高 （百万円） 393 426 481 526 176
当期積立額 （百万円） 33 77 44 6 24
当期積立金取崩額 （百万円） － 22 － 356 －
次期繰越額 （百万円） 426 481 526 176 200

（注）  第16期の積立金の取崩しは、平成25年4月9日付のHEPファイブ信託受益権準共有持分一部譲渡（準共有持分の31％）及び平成25年4
月16日付のNU chayamachi信託受益権譲渡により、HEPファイブの積立金相当額（一部譲渡分）及びNU chayamachiの積立金相当
額を取り崩したものです。  
また、第18期の積立金の取崩しは、平成25年12月20日付のスフィアタワー天王洲における準共有者の信託受益権持分譲渡に伴い、新
たな準共有者との取決めにより積立額を変更したものです。

5 費用・負債の状況
（1）運用等に係る費用明細

第18期 第19期
自 平成25年12月 1 日
至 平成26年 5 月31日

自 平成26年 6 月 1 日
至 平成26年11月30日

資産運用報酬 千円 299,487 309,259
資産保管手数料 千円 17,133 17,074
一般事務委託手数料 千円 33,019 33,837
役員報酬 千円 3,600 3,600
会計監査人報酬 千円 7,500 8,853
その他営業費用 千円 45,012 51,473

合　計 千円 405,753 424,097

（2）借入状況
　平成26年11月30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

（百万円）

当期末
残高

（百万円）

平均利率
（％）
（注1）

返済期限 返済方法 使途 摘要

短
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行 平成26年 6 月23日 － 2,000 0.56000 平成27年 6 月23日

期限一括 （注2）
無担保・
無保証
変動金利

みずほ信託銀行株式会社 平成26年 6 月23日 － 1,000 0.56000 平成27年 6 月23日
株式会社三菱東京UFJ銀行 平成26年 6 月23日 － 500 0.56000 平成27年 6 月23日
株式会社みずほ銀行 平成26年 6 月23日 － 500 0.56000 平成27年 6 月23日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成26年 6 月23日 － 500 0.56000 平成27年 6 月23日
三井住友信託銀行株式会社 平成26年 6 月23日 － 300 0.56000 平成27年 6 月23日
株式会社池田泉州銀行 平成26年 6 月23日 － 200 0.56000 平成27年 6 月23日

小　計 － 5,000 － － － － －

1
年
内
返
済
予
定
の
長
期
借
入
金

株式会社日本政策投資銀行 平成20年 5 月15日 4,000 4,000 1.99130 平成27年 5 月15日

期限一括 （注2）

無担保・
無保証
固定金利

株式会社三井住友銀行 平成23年 7 月21日 3,500 － 1.44712 平成26年 7 月21日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成23年 7 月21日 2,000 － 1.44712 平成26年 7 月21日
株式会社みずほ銀行 平成23年 9 月30日 1,500 － 1.36962 平成26年 9 月30日
株式会社三菱東京UFJ銀行 平成23年 9 月30日 1,400 － 1.36962 平成26年 9 月30日
株式会社三井住友銀行 平成23年 9 月30日 1,200 － 1.36962 平成26年 9 月30日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成23年 9 月30日 1,200 － 1.36962 平成26年 9 月30日
株式会社池田泉州銀行 平成23年 9 月30日 1,200 － 1.36962 平成26年 9 月30日
三井住友信託銀行株式会社 平成23年 9 月30日 500 － 1.36962 平成26年 9 月30日
株式会社三菱東京UFJ銀行 平成24年 1 月23日 2,000 2,000 0.95182 平成27年 1 月23日

無担保・
無保証
変動金利

三菱UFJ信託銀行株式会社 平成24年 2 月29日 3,000 3,000 0.93182 平成27年 2 月27日
株式会社みずほ銀行 平成24年 2 月29日 1,400 1,400 0.93182 平成27年 2 月27日
株式会社池田泉州銀行 平成24年 2 月29日 800 800 0.93182 平成27年 2 月27日

三井住友信託銀行株式会社 平成24年 9 月28日 － 1,200 1.12958 平成27年 9 月30日
無担保・
無保証
固定金利

小　計 23,700 12,400 － － － － －
長
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行 平成24年 7 月23日 2,500 2,500 1.00182 平成29年 7 月24日 期限一括 （注2）
無担保・
無保証
変動金利
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区
分 借入先 借入日

当期首
残高

（百万円）

当期末
残高

（百万円）

平均利率
（％）
（注1）

返済期限 返済方法 使途 摘要

長
期
借
入
金

三井住友信託銀行株式会社 平成24年 9 月28日 1,200 － 1.12958 平成27年 9 月30日

期限一括 （注2）

無担保・
無保証
固定金利株式会社日本政策投資銀行 平成24年 9 月28日 3,000 3,000 1.33319 平成29年 9 月29日

株式会社三菱東京UFJ銀行 平成24年10月31日 1,500 1,500 0.89364 平成29年10月31日
無担保・
無保証
変動金利

三菱UFJ信託銀行株式会社 平成25年 1 月21日 1,000 1,000 1.00455 平成28年 1 月21日

無担保・
無保証
固定金利

三菱UFJ信託銀行株式会社 平成25年 2 月28日 1,000 1,000 1.01939 平成30年 2 月28日
株式会社みずほ銀行 平成25年 2 月28日 1,000 1,000 1.01939 平成30年 2 月28日
株式会社三井住友銀行 平成25年 7 月23日 1,000 1,000 1.15611 平成30年 7 月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成25年 8 月30日 2,000 2,000 1.31957 平成32年 8 月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成25年10月31日 1,000 1,000 1.20595 平成32年10月30日
株式会社池田泉州銀行 平成25年10月31日 1,000 1,000 1.20595 平成32年10月30日
三井住友信託銀行株式会社 平成25年10月31日 1,000 1,000 1.20595 平成32年10月30日
株式会社日本政策投資銀行 平成25年12月24日 4,000 4,000 1.26104 平成32年12月24日
三井住友信託銀行株式会社 平成26年 1 月21日 3,000 3,000 0.85968 平成31年 1 月31日
株式会社みずほ銀行 平成26年 1 月21日 2,000 2,000 0.95968 平成31年 1 月31日
株式会社三菱東京UFJ銀行 平成26年 1 月23日 1,000 1,000 0.96537 平成31年 1 月31日
株式会社三井住友銀行 平成26年 7 月22日 － 3,500 0.73972 平成31年 7 月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成26年 7 月22日 － 2,000 0.73972 平成31年 7 月31日
株式会社みずほ銀行 平成26年 9 月30日 － 1,500 1.08976 平成34年 9 月30日
株式会社三菱東京UFJ銀行 平成26年 9 月30日 － 1,400 1.08976 平成34年 9 月30日
株式会社三井住友銀行 平成26年 9 月30日 － 1,200 1.08976 平成34年 9 月30日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成26年 9 月30日 － 1,200 1.08976 平成34年 9 月30日
株式会社池田泉州銀行 平成26年 9 月30日 － 1,200 1.08976 平成34年 9 月30日
三井住友信託銀行株式会社 平成26年 9 月30日 － 500 1.08976 平成34年 9 月30日

小　計 27,200 38,500 － － － － －
合　計 50,900 55,900 － － － － －

（注1）平均利率は、期末残高による加重平均を記載しております。
（注2）資金使途は、不動産信託受益権又は不動産の購入及びそれに関連する費用並びに借入金の借換資金です。

（3）投資法人債の状況
　平成26年11月30日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

銘　柄 発行年月日
当期首
残高

（百万円）

当期末
残高

（百万円）

利率
（％） 償還期限 償還方法 使途 摘要

第1回無担保投資法人債 平成23年11月11日 6,000 6,000 1.27000 平成28年11月11日 期限一括 （注1） 無担保・
無保証

合　計 6,000 6,000 － － － － －
（注1）資金使途は、短期借入金の借換資金です。
（注2）特定投資法人債間限定同順位特約が付されております。

（4）短期投資法人債の状況
　該当事項はありません。

6 期中の売買状況
（1）不動産等及び資産対応証券等の売買状況等

資産の種類 不動産等の名称
取　得 譲　渡

取得年月日
取得価額
（百万円）

（注）
譲渡年月日 譲渡価額

（百万円）
帳簿価額
（百万円）

売却損益
（百万円）

不動産信託
受益権

デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地） 平成26年 6 月 4 日 3,100 － － － －

不動産信託
受益権 コトクロス阪急河原町 平成26年 6 月 4 日 2,770 － － － －

不動産信託
受益権 ライフ下山手店（敷地） 平成26年 6 月 4 日 1,421 － － － －

不動産信託
受益権 万代五条西小路店（敷地） 平成26年 6 月24日 4,182 － － － －

合　計 11,473 － － － －
（注）  取得価額は、当該不動産等の取得に要した諸費用（売買媒介手数料及び公租公課等）を含まない金額（受益権譲渡契約書又は不動産売

買契約書等に記載された不動産等の買取金額）を記載しております。

（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
　不動産等

取得
又は
譲渡

物件名 取引年月日 内　容

取得価額
又は

譲渡価額
（百万円）

（注2）

不動産鑑定
評価額

（百万円）
価格時点 不動産

鑑定機関

取得 デイリーカナートイズミヤ
堀川丸太町店（敷地） 平成26年 6 月 4 日 信託土地 3,100 3,230 平成26年 4 月 1 日 大和不動産鑑定

株式会社

取得 コトクロス阪急河原町 平成26年 6 月 4 日
信託土地

2,770 2,960 平成26年 4 月 1 日 大和不動産鑑定
株式会社信託建物

（附属設備を含む）

取得 ライフ下山手店（敷地） 平成26年 6 月 4 日 信託土地 1,421 1,430 平成26年 4 月 1 日 株式会社
谷澤総合鑑定所

取得 万代五条西小路店（敷地）平成26年 6 月24日 信託土地 4,182 4,220 平成26年 4 月 1 日 大和不動産鑑定
株式会社

（注1）  投信法第201条第1項に基づき特定資産に係る不動産等の鑑定評価が必要な取引については、大和不動産鑑定株式会社及び株式会社谷
澤総合鑑定所が不動産鑑定評価基準各論第3章「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」に基づき実施しており、本投資法人は当
該鑑定評価の結果の通知を受けております。

（注2）  取得価額は、当該不動産等の取得に要した諸費用（売買媒介手数料及び公租公課等）を含まない金額（受益権譲渡契約書又は不動産売
買契約書等に記載された不動産等の買取金額）を記載しております。
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7 経理の状況
（1）資産、負債、元本（純資産）及び損益の状況等

　「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」をご参照下さい。

（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に係る開示
　該当事項はありません。

（1）お知らせ
　当期において、本投資法人の役員会で承認された主要な契約の締結・変更等のうち主な概要は以下のとおりです。

承認日 承認事項 概　要

平成26年8月27日 資産運用委託契約変更覚書
の締結

平成26年8月27日に開催された本投資法人第8回投資主総
会において規約の一部が改正されたことに伴い、阪急リー
ト投信株式会社との間で締結された平成16年12月3日付資
産運用委託契約（その後の変更を含みます。）の変更覚書を
平成26年8月27日に締結することを承認いたしました。

　本投資法人は、平成26年8月27日に第8回投資主総会を開催いたしました。投資主総会で承認された主な事項は以下のと
おりです。

議　案 概　要

規約一部変更の件

以下の事項につき規約を変更いたしました。
・  投信法改正に伴い、投資主との合意による自己投資口の取得を可能とする旨、

一定の日及びその日以後遅滞なく投資主総会を招集する旨、また、必要がある
ときは随時投資主総会を招集することができる旨、一定の要件を満たす投資主
総会について投資主総会の日の公告を要しない旨及び投信法改正の施行日（平
成26年12月1日）にこれらの改正が効力を生じる旨の規定の新設

・  投信法施行規則改正に伴う、資産を主として不動産等資産に投資して運用を行
う旨を定めるための関連規定の変更

・投資信託協会規則の改正に伴う、利益を超えた金銭の分配に関する字句の修正
・投資信託協会の一般社団法人への移行に伴う字句の修正

執行役員1名選任の件 白木義章が執行役員に選任されました。なお、任期は平成26年9月1日から2年間
です。

補欠執行役員1名選任の件 庄司敏典が補欠執行役員に選任されました。

監督役員2名選任の件 宇多民夫及び堀之内清孝の2名が監督役員に選任されました。なお、任期は平成
26年9月1日から2年間です。

補欠監督役員1名選任の件 鈴木基史が補欠監督役員に選任されました。

（2）その他
　本書では特に記載のない限り、記載未満の端数について、金額は切捨て、比率は四捨五入により記載しております。

8 その他

（4）利害関係人等との取引状況
①取引状況

区　分
売買金額等

買付額等 売付額等

総　額
 11,473,000千円  －千円 

うち利害関係人等からの買付額
 11,473,000千円 （100.0％）

うち利害関係人等への売付額
 －千円 （－％）

利害関係人等との取引状況の内訳
阪急電鉄株式会社  11,473,000千円 （100.0％）  －千円 （－％）

合　計  11,473,000千円 （100.0％）  －千円 （－％）

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の内訳 総額に
対する割合

B／A
（％）

支払先 支払額B
（千円）

委託管理料 348,074
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 298,759 85.8
阪急不動産株式会社 1,003 0.3

支払賃借料 65,139

阪神電気鉄道株式会社 17,250 26.5
阪急電鉄株式会社 13,728 21.1
エイチ・ツー・オー　リテイリング株式会社 6,720 10.3
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 3,147 4.8
阪急不動産株式会社 556 0.9

広告宣伝費 28,437
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 27,921 98.2
株式会社阪急アドエージェンシー 175 0.6

その他賃貸事業費用 37,548
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 7,719 20.6
株式会社阪急阪神ホテルズ 7,380 19.7

（注1）上記の支払手数料等以外に、当期に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。
　　阪急阪神ビルマネジメント株式会社 555千円
　　株式会社ハンシン建設 375千円
また、以下の利害関係人等に支払った金額（未払額を含みます。）が資産に計上されております。
　　阪急阪神ビルマネジメント株式会社 4,009千円
　　中央電設株式会社 2,780千円

（注2）  利害関係人等とは、投信法第201条第1項に規定される、本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社（阪急リート投信
株式会社）の利害関係人等です。

（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
　資産運用会社（阪急リート投信株式会社）は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、宅地建物取引業及び不動
産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず、該当事項はありません。
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Ⅱ．貸借対照表

（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表

前期（ご参考）
（平成26年5月31日）

当期
（平成26年11月30日）

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 1,856,610 2,581,667
　　信託現金及び信託預金 6,731,265 8,403,688
　　営業未収入金 4,831 6,083
　　貯蔵品 686 800
　　預け金 116,991 112,814
　　前払費用 174,543 128,723
　　繰延税金資産 26 25
　　流動資産合計 8,884,957 11,233,804
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物  ※1 3,350,496  ※1 3,351,231
　　　　減価償却累計額 △1,167,915 △1,233,912
　　　　建物（純額） 2,182,580 2,117,318
　　　構築物 516,770 516,770
　　　　減価償却累計額 △262,147 △275,214
　　　　構築物（純額） 254,623 241,555
　　　工具、器具及び備品 17,792 17,792
　　　　減価償却累計額 △17,369 △17,424
　　　　工具、器具及び備品（純額） 422 367
　　　土地 9,485,600 9,485,600
　　　信託建物　  ※2 39,659,792  ※2 40,751,865
　　　　減価償却累計額 △9,102,855 △9,943,854
　　　　信託建物（純額） 30,556,937 30,808,010
　　　信託構築物 850,673 860,322
　　　　減価償却累計額 △229,891 △251,294
　　　　信託構築物（純額） 620,781 609,028
　　　信託機械及び装置　 442,348 442,753
　　　　減価償却累計額 △231,222 △248,262
　　　　信託機械及び装置（純額） 211,126 194,491
　　　信託工具、器具及び備品　 151,836 152,359
　　　　減価償却累計額 △74,849 △83,564
　　　　信託工具、器具及び備品（純額） 76,987 68,794
　　　信託土地　 77,467,356 88,115,620
　　　信託建設仮勘定 26,153 6,398
　　　有形固定資産合計 120,882,569 131,647,185
　　無形固定資産
　　　借地権　 957,157 957,157
　　　その他 280 93
　　　信託その他無形固定資産 86,466 82,323
　　　無形固定資産合計 1,043,905 1,039,574
　　投資その他の資産
　　　長期前払費用 246,622 345,195
　　　差入保証金 10,000 10,000
　　　投資その他の資産合計 256,622 355,195
　　固定資産合計 122,183,096 133,041,956
　繰延資産
　　投資法人債発行費 15,582 12,358
　　繰延資産合計 15,582 12,358
　資産合計 131,083,636 144,288,119

前期（ご参考）
（平成26年5月31日）

当期
（平成26年11月30日）

負債の部

　流動負債

　　営業未払金 369,299 511,993

　　短期借入金 － 5,000,000

　　1年内返済予定の長期借入金 23,700,000 12,400,000

　　未払配当金 12,347 13,439

　　未払費用 157,506 144,034

　　未払法人税等 1,416 1,355

　　未払消費税等 55,506 31,134

　　前受金 615,187 703,763

　　預り金  ※1 206,975  ※1 233,391

　　流動負債合計 25,118,239 19,039,112

　固定負債

　　投資法人債 6,000,000 6,000,000

　　長期借入金 27,200,000 38,500,000

　　預り敷金及び保証金  ※1 1,430,937  ※1 1,385,758

　　信託預り敷金及び保証金 5,707,375 6,188,205

　　固定負債合計 40,338,313 52,073,963

　負債合計 65,456,552 71,113,076

純資産の部

　投資主資本

　　出資総額 64,316,001 71,659,094

　　剰余金

　　　当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,311,082 1,515,948

　　　剰余金合計 1,311,082 1,515,948

　　投資主資本合計 65,627,083 73,175,042

　純資産合計  ※3 65,627,083  ※4 73,175,042

負債純資産合計 131,083,636 144,288,119
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Ⅲ．損益計算書 Ⅳ．投資主資本等変動計算書

損益計算書 投資主資本等変動計算書

前期（ご参考）
（自 平成25年12月 1 日

至 平成26年 5 月31日）

当期
（自 平成26年 6 月 1 日

至 平成26年11月30日）

営業収益
　　賃貸事業収入  ※1 4,460,917  ※1 4,786,007
　　営業収益合計 4,460,917 4,786,007
営業費用
　　賃貸事業費用  ※1 2,305,123  ※1 2,433,058
　　資産運用報酬 299,487 309,259
　　役員報酬 3,600 3,600
　　資産保管手数料 17,133 17,074
　　一般事務委託手数料 33,019 33,837
　　会計監査人報酬 7,500 8,853
　　その他営業費用 45,012 51,473
　　営業費用合計 2,710,876 2,857,156
営業利益 1,750,040 1,928,851
営業外収益
　　受取利息 863 855
　　未払分配金戻入 1,027 1,451
　　その他 12 －
　　営業外収益合計 1,904 2,306
営業外費用
　　支払利息 318,680 308,920
　　融資関連費用 38,241 44,676
　　投資法人債利息 38,241 37,958
　　投資法人債発行費償却 3,223 3,223
　　投資口交付費 36,308 7,726
　　その他 4,637 11,253
　　営業外費用合計 439,333 413,758
経常利益 1,312,611 1,517,399
税引前当期純利益 1,312,611 1,517,399
法人税、住民税及び事業税 1,591 1,529
法人税等調整額 2 1
法人税等合計 1,594 1,530
当期純利益 1,311,017 1,515,868
前期繰越利益 64 79
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,311,082 1,515,948

前期（ご参考）（自 平成25年12月1日　至 平成26年5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 64,316,001 1,366,086 1,366,086 65,682,088 65,682,088
当期変動額

剰余金の配当 △1,366,022 △1,366,022 △1,366,022 △1,366,022
当期純利益 1,311,017 1,311,017 1,311,017 1,311,017

当期変動額合計 － △55,004 △55,004 △55,004 △55,004
当期末残高 64,316,001 1,311,082 1,311,082 65,627,083 65,627,083

当期（自 平成26年6月1日　至 平成26年11月30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 64,316,001 1,311,082 1,311,082 65,627,083 65,627,083
当期変動額

新投資口の発行 7,343,092 7,343,092 7,343,092
剰余金の配当 △1,311,002 △1,311,002 △1,311,002 △1,311,002
当期純利益 1,515,868 1,515,868 1,515,868 1,515,868

当期変動額合計 7,343,092 204,866 204,866 7,547,959 7,547,959
当期末残高 71,659,094 1,515,948 1,515,948 73,175,042 73,175,042

（単位：千円）
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Ⅴ．注記表

注記表

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

前期（ご参考）
（自 平成25年12月 1 日　至 平成26年 5 月31日）

当期
（自 平成26年 6 月 1 日　至 平成26年11月30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）
　　定額法を採用しております。
　  　なお、有形固定資産の耐用年数は以下のと

おりです。
　　　建物 2～50年
　　　構築物 2～56年
　　　機械及び装置 2～17年
　　　工具、器具及び備品 2～18年
②無形固定資産（信託財産を含む）
　　定額法を採用しております。

①有形固定資産（信託財産を含む）
　　定額法を採用しております。
　  　なお、有形固定資産の耐用年数は以下のと

おりです。
　　　建物 2～50年
　　　構築物 2～56年
　　　機械及び装置 2～17年
　　　工具、器具及び備品 2～18年
②無形固定資産（信託財産を含む）
　　定額法を採用しております。

2.   繰延資産の処理方
法

投資法人債発行費
　  　償還までの期間にわたり定額法により償却

しております。

投資法人債発行費
　  　償還までの期間にわたり定額法により償却

しております。
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
おります。

　  　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初年度の固定資産税等相
当額については、賃貸事業費用に計上せず当
該不動産等の取得原価に算入しております。
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ありません。

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
おります。

　  　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初年度の固定資産税等相
当額については、賃貸事業費用に計上せず当
該不動産等の取得原価に算入しております。
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25,928千円です。

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おります。

　  　なお、当該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おります。

　　⑴信託現金及び信託預金
　　⑵  信託建物、信託構築物、信託機械及び装

置、信託工具、器具及び備品、信託土地、
信託建設仮勘定

　　⑶信託その他無形固定資産
　　⑷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

方式によっております。

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おります。

　  　なお、当該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おります。

　　⑴信託現金及び信託預金
　　⑵  信託建物、信託構築物、信託機械及び装

置、信託工具、器具及び備品、信託土地、
信託建設仮勘定

　　⑶信託その他無形固定資産
　　⑷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

方式によっております。

〔貸借対照表に関する注記〕

前期（ご参考）
（平成26年 5 月31日）

当期
（平成26年11月30日）

※1. 担保に供している資産及び担保を付している債務
（単位：千円）

　　　担保に供している資産は、以下のとおりです。
　　　　建物 1,988,449
　　　担保を付している債務は、以下のとおりです。
　　　　預り金 94,596
　　　　預り敷金及び保証金 1,126,929
　　　　合計 1,221,525

※1. 担保に供している資産及び担保を付している債務
（単位：千円）

　　　担保に供している資産は、以下のとおりです。
　　　　建物 1,926,907
　　　担保を付している債務は、以下のとおりです。
　　　　預り金 94,596
　　　　預り敷金及び保証金 1,079,631
　　　　合計 1,174,227

※2. 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額
　　　　信託建物 13,238千円

※2. 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額
　　　　信託建物 13,238千円

— ３. 偶発債務
　  　本投資法人の運用資産である「ホテルグレイスリー田

町」の賃借人である藤田観光株式会社より、当該物件の
信託受託者であるみずほ信託銀行株式会社を通じて、平
成25年9月30日以降の賃料につき現行賃料比約23.5％の
賃料減額請求を主な請求内容とする賃料減額訴訟の提起
を、平成26年10月9日付で東京地方裁判所において受け
ました。本投資法人としては、首都圏における現在のホ
テル市況や賃料動向等を踏まえると、当該減額請求は合
理的な理由を欠くものと考えており、今後の裁判手続き
において、信託受託者を通じてその旨を主張する方針です。

　  　当該賃料減額訴訟の結果によっては、本投資法人の業
績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影
響額を予測することはできません。

※3.   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

 50,000千円

※4.   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

 50,000千円

〔損益計算書に関する注記〕

前期（ご参考）
（自 平成25年12月 1 日　至 平成26年 5 月31日）

当期
（自 平成26年 6 月 1 日　至 平成26年11月30日）

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳
（単位：千円）

　A. 不動産賃貸事業収益
 　賃貸事業収入 
 　　賃貸収入 4,017,794
 　　水道光熱費収入 232,153
 　　その他賃貸事業収入 210,968
 　　不動産賃貸事業収益合計 4,460,917
　B. 不動産賃貸事業費用
 　賃貸事業費用 
 　　委託管理料 344,160
 　　水道光熱費 324,161
 　　支払賃借料 50,083
 　　広告宣伝費 45,456
 　　修繕費 103,001
 　　損害保険料 17,204
 　　公租公課 442,300
 　　減価償却費 947,228
 　　その他賃貸事業費用 31,526
 　　不動産賃貸事業費用合計 2,305,123
　C. 不動産賃貸事業損益（A－B） 2,155,793

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳
（単位：千円）

　A. 不動産賃貸事業収益
 　賃貸事業収入 
 　　賃貸収入 4,279,964
 　　水道光熱費収入 272,367
 　　その他賃貸事業収入 233,674
 　　不動産賃貸事業収益合計 4,786,007
　B. 不動産賃貸事業費用
 　賃貸事業費用 
 　　委託管理料 348,074
 　　水道光熱費 388,123
 　　支払賃借料 65,139
 　　広告宣伝費 28,437
 　　修繕費 27,170
 　　損害保険料 15,768
 　　公租公課 550,518
 　　減価償却費 972,275
 　　その他賃貸事業費用 37,548
 　　不動産賃貸事業費用合計 2,433,058
　C. 不動産賃貸事業損益（A－B） 2,352,948

〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕

前期（ご参考）
（自 平成25年12月 1 日　至 平成26年 5 月31日）

当期
（自 平成26年 6 月 1 日　至 平成26年11月30日）

1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口数
 発行可能投資口総口数 2,000,000口
 発行済投資口数 105,200口

1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口数
 発行可能投資口総口数 2,000,000口
 発行済投資口数 119,500口
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Ⅴ．注記表

〔金融商品に関する注記〕
前期（ご参考）（自 平成25年12月1日　至 平成26年5月31日）
① 金融商品の状況に関する事項

A. 金融商品に対する取組方針
　本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長を目的として借入れ又は投資法人債の発行を行うこと
としております。
　余資の運用については、積極的な運用益の取得を目的とした投資は行わないものとし、安全性、換金性を重視して投
資を行うものとしております。
　なお、デリバティブ取引については借入金の金利変動等のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うこととして
おります。

B. 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　借入れ及び投資法人債の発行によって調達した資金の使途は、主に不動産及び不動産信託受益権の取得並びに既存の
借入れのリファイナンスです。
　借入金のうち、変動金利の借入金については金利変動リスクに晒されておりますが、長期固定金利による借入れの比
率を高位に保つことにより、金利変動の影響を限定しております。
　借入金、投資法人債並びに預り敷金及び保証金は流動性リスクに晒されておりますが、資産運用会社が資金繰り表を
作成するとともに、手許流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。

C. 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お
ります。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、異なる前提条件等によった場合、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26年5月31日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、以下のとおりです。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、次表には含めておりません。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 1,856,610 1,856,610 －
（2）信託現金及び信託預金 6,731,265 6,731,265 －
資産合計 8,587,876 8,587,876 －

（3）短期借入金 － － －
（4）1年内返済予定の長期借入金 23,700,000 23,737,414 37,414
（5）預り金 206,975 206,077 △898
（6）投資法人債 6,000,000 6,094,800 94,800
（7）長期借入金 27,200,000 27,425,339 225,339
（8）預り敷金及び保証金 733,199 692,665 △40,533
（9）信託預り敷金及び保証金 141,218 128,162 △13,056
負債合計 57,981,393 58,284,458 303,065

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）現金及び預金（2）信託現金及び信託預金（3）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おります。

（4）1年内返済予定の長期借入金（7）長期借入金
　  これらの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方

法によっております。また、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。

（5）預り金（8）預り敷金及び保証金（9）信託預り敷金及び保証金
　  これらの時価については、将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。
（6）投資法人債
　時価については、金融データ提供会社による公表参考値によっております。

（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
 （単位：千円）

区分 貸借対照表計上額
預り敷金及び保証金 697,738
信託預り敷金及び保証金 5,566,156

預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金
　上記貸借対照表計上額については、返還予定時期等を見積もることが困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。

（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額
（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

現金及び預金 1,856,610 － － － － －
信託現金及び信託預金 6,731,265 － － － － －
合計 8,587,876 － － － － －

（注4）借入金及び投資法人債の決算日後の返済予定額
（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

投資法人債 － － 6,000,000 － － －
長期借入金 23,700,000 2,200,000 － 9,000,000 7,000,000 9,000,000
合計 23,700,000 2,200,000 6,000,000 9,000,000 7,000,000 9,000,000

当期（自 平成26年6月1日　至 平成26年11月30日）
① 金融商品の状況に関する事項

A. 金融商品に対する取組方針
　本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長を目的として借入れ又は投資法人債の発行を行うこと
としております。
　余資の運用については、積極的な運用益の取得を目的とした投資は行わないものとし、安全性、換金性を重視して投
資を行うものとしております。
　なお、デリバティブ取引については借入金の金利変動等のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うこととして
おります。

B. 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　借入れ及び投資法人債の発行によって調達した資金の使途は、主に不動産及び不動産信託受益権の取得並びに既存の
借入れのリファイナンスです。
　借入金のうち、変動金利の借入金については金利変動リスクに晒されておりますが、長期固定金利による借入れの比
率を高位に保つことにより、金利変動の影響を限定しております。
　借入金、投資法人債並びに預り敷金及び保証金は流動性リスクに晒されておりますが、資産運用会社が資金繰り表を
作成するとともに、手許流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。

C. 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お
ります。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、異なる前提条件等によった場合、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26年11月30日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、以下のとおりです。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、次表には含めておりません。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 2,581,667 2,581,667 －
（2）信託現金及び信託預金 8,403,688 8,403,688 －
資産合計 10,985,355 10,985,355 －

（3）短期借入金 5,000,000 5,000,000 －
（4）1年内返済予定の長期借入金 12,400,000 12,421,430 21,430
（5）預り金 233,391 232,637 △754
（6）投資法人債 6,000,000 6,097,200 97,200
（7）長期借入金 38,500,000 38,941,288 441,288
（8）預り敷金及び保証金 685,901 654,303 △31,597
（9）信託預り敷金及び保証金 212,978 169,340 △43,637
負債合計 63,032,270 63,516,201 483,930

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）現金及び預金（2）信託現金及び信託預金（3）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おります。

（4）1年内返済予定の長期借入金（7）長期借入金
　  これらの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方

法によっております。また、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
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（5）預り金（8）預り敷金及び保証金（9）信託預り敷金及び保証金
　  これらの時価については、将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。
（6）投資法人債
　時価については、金融データ提供会社による公表参考値によっております。

（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
  （単位：千円）

区分 貸借対照表計上額
預り敷金及び保証金 699,857
信託預り敷金及び保証金 5,975,226

預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金
　上記貸借対照表計上額については、返還予定時期等を見積もることが困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。

（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額
（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

現金及び預金 2,581,667 － － － － －
信託現金及び信託預金 8,403,688 － － － － －
合計 10,985,355 － － － － －

（注4）借入金及び投資法人債の決算日後の返済予定額
（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 5,000,000 － － － － －
投資法人債 － 6,000,000 － － － －
長期借入金 12,400,000 1,000,000 7,000,000 3,000,000 11,500,000 16,000,000
合計 17,400,000 7,000,000 7,000,000 3,000,000 11,500,000 16,000,000

〔税効果会計に関する注記〕

前期（ご参考）
（平成26年 5 月31日）

当期
（平成26年11月30日）

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）

　（繰延税金資産）
　　未払事業税損金不算入額 26
　　繰延税金資産合計 26
　　繰延税金資産の純額 26

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：％）
　法定実効税率 36.54
　（調整） 
　　支払分配金の損金算入額 △36.50
　　その他 0.08
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.12

3.   法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金
負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第
10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
日以後に開始する営業期間から復興特別法人税が課せら
れないことになりました。これに伴い、平成26年11月
期（第19期）及び平成27年5月期（第20期）に解消が
見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延
税金負債の計算に使用される法定実効税率が従来の
36.54％から34.11％に変更されます。
　この税率の変更による影響額は軽微です。

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）

　（繰延税金資産）
　　未払事業税損金不算入額 25
　　繰延税金資産合計 25
　　繰延税金資産の純額 25

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：％）
　法定実効税率 34.11
　（調整） 
　　支払分配金の損金算入額 △34.08
　　その他 0.07
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.10

〔賃貸等不動産に関する注記〕
前期（ご参考）（自 平成25年12月1日　至 平成26年5月31日）
　本投資法人は、関西圏その他の地域において、賃貸商業用施設や賃貸事務所用施設等を有しております。これらの賃貸等
不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりです。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 期末時価期首残高 期中増減額 期末残高

122,589,006 △688,965 121,900,040 120,907,000
（注1） 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2）   賃貸等不動産の期中増減額のうち、主な減少額は減価償却費の計上によるものです。
（注3） 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額に基づく評価額を記載しております。

　また、賃貸等不動産に関する損益は以下のとおりです。
  （単位：千円）

損益計算書における金額
不動産賃貸事業収益 不動産賃貸事業費用 不動産賃貸事業損益

4,460,917 2,305,123 2,155,793
（注）  不動産賃貸事業収益及び不動産賃貸事業費用は、賃貸事業収入とこれに対応する費用（減価償却費、委託管理料、水道光熱費、公租公

課等）であり、それぞれ「賃貸事業収入」及び「賃貸事業費用」に計上されております。

当期（自 平成26年6月1日　至 平成26年11月30日）
　本投資法人は、関西圏その他の地域において、賃貸商業用施設や賃貸事務所用施設等を有しております。これらの賃貸等
不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりです。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 期末時価期首残高 期中増減額 期末残高

121,900,040 10,780,228 132,680,269 134,380,000
（注1） 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2）   賃貸等不動産の期中増減額のうち、主な増加額はデイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）（3,127,561千円）、コトクロス阪

急河原町（2,808,980千円）、ライフ下山手店（敷地）（1,434,026千円）及び万代五条西小路店（敷地）（4,213,974千円）の取得に
よるものであり、主な減少額は減価償却費の計上によるものです。

（注3） 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額に基づく評価額を記載しております。

　また、賃貸等不動産に関する損益は以下のとおりです。
  （単位：千円）

損益計算書における金額
不動産賃貸事業収益 不動産賃貸事業費用 不動産賃貸事業損益

4,786,007 2,433,058 2,352,948
（注）  不動産賃貸事業収益及び不動産賃貸事業費用は、賃貸事業収入とこれに対応する費用（減価償却費、委託管理料、水道光熱費、公租公

課等）であり、それぞれ「賃貸事業収入」及び「賃貸事業費用」に計上されております。

〔関連当事者との取引に関する注記〕
前期（ご参考）

（自 平成25年12月 1 日　至 平成26年 5 月31日）

属性 会社等の名称 事業の内容
又は職業

投資口の
所有口数
割合（％）

取引の内容 取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）

利害関係人等 阪急電鉄株式会社 鉄道業 3.99 賃貸収入 1,109,817 － －

利害関係人等 阪急阪神ビル
マネジメント株式会社

不動産
管理業 － 委託管理料 293,849 営業未払金 54,584

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行
株式会社 信託銀行業 －

－ － 1年内返済予定の
長期借入金 6,200,000

－ － 長期借入金 5,000,000
支払利息 66,345 未払費用 27,321

（注1）上記金額のうち、取引金額には消費税額は含まれておりませんが、期末残高には含まれております。
（注2）取引条件の決定方法等
  市場の実勢に基づいて決定しております。
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当期
（自 平成26年 6 月 1 日　至 平成26年11月30日）

属性 会社等の名称 事業の内容
又は職業

投資口の
所有口数
割合（％）

取引の内容 取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）

利害関係人等 阪急電鉄株式会社 鉄道業 3.51
不動産信託受益権
の取得（注3） 11,473,000 － －

賃貸収入 1,210,117 － －

利害関係人等 阪急阪神ビル
マネジメント株式会社

不動産
管理業 － 委託管理料 298,759 営業未払金 62,520

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行
株式会社 信託銀行業 －

短期借入金の借入 500,000 短期借入金 500,000
1年内返済予定の
長期借入金の返済 3,200,000 1年内返済予定の

長期借入金 3,000,000

長期借入金の借入 3,200,000 長期借入金 8,200,000
支払利息 62,157 未払費用 22,402

（注1）上記金額のうち、取引金額には消費税額は含まれておりませんが、期末残高には含まれております。
（注2）取引条件の決定方法等
  市場の実勢に基づいて決定しております。

（注3）  不動産信託受益権の取得は、デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）、コトクロス阪急河原町、ライフ下山手店（敷地）、万代
五条西小路店（敷地）に係るもので、取引金額には当該不動産等の取得に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）を含まない金
額（受益権譲渡契約書に記載された不動産等の買取金額）を記載しております。

〔1口当たり情報に関する注記〕
前期（ご参考）

（自 平成25年12月 1 日　至 平成26年 5 月31日）
当期

（自 平成26年 6 月 1 日　至 平成26年11月30日）
（単位：円）

1口当たり純資産額 124,766
1口当たり当期純利益 2,492

（単位：円）
1口当たり純資産額 122,468
1口当たり当期純利益 2,542

（注1）  1口当たり当期純利益については、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おります。  
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）  平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。
1口当たり純資産額及び1口当たり当期純利益については、前期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しております。

（注3）1口当たり当期純利益算定上の基礎は以下のとおりです。
前期（ご参考）

（自 平成25年12月 1 日　至 平成26年 5 月31日）
当期

（自 平成26年 6 月 1 日　至 平成26年11月30日）
当期純利益（千円） 1,311,017 1,515,868
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） 1,311,017 1,515,868
期中平均投資口数（口） 526,000 596,221

〔重要な後発事象に関する注記〕
前期（ご参考）（自 平成25年12月1日　至 平成26年5月31日）
1. 新投資口の発行
　平成26年5月12日及び平成26年5月21日開催の役員会において、下記のとおり新投資口の発行に関する決議を行い、平成
26年6月2日（公募分）及び平成26年6月27日（第三者割当分）に払込みが完了し、下記条件にて発行いたしました。この
結果、平成26年6月27日付での出資総額は71,659,094千円、発行済投資口数の総数は119,500口となっております。

A. 一般募集（公募）による新投資口の発行
①発行新投資口数 ：13,000口
②発行価格 ：1口当たり532,057円
③発行価格の総額 ：6,916,741,000円
④発行価額 ：1口当たり513,503円
⑤発行価額の総額 ：6,675,539,000円
⑥払込期日 ：平成26年6月2日
⑦分配金起算日 ：平成26年6月1日

B. 第三者割当による新投資口の発行
①発行新投資口数 ：1,300口
②発行価額 ：1口当たり513,503円
③発行価額の総額 ：667,553,900円
④払込期日 ：平成26年6月27日
⑤分配金起算日 ：平成26年6月1日
⑥割当先 ：みずほ証券株式会社

2. 資金の借入れ
　不動産信託受益権の取得資金等に充当するため、以下のとおり資金の借入れを行いました。

区分 借入先 借入金額
（百万円） 金利 借入実行日 借入方法

返済方法 返済期限

短
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行 2,000 基準金利
（全銀協

3ヶ月
日本円
TIBOR） 
＋0.35％

変動金利

平成26年
6月23日

無担保
無保証

期限
一括返済

平成27年
6月23日

みずほ信託銀行株式会社 1,000
株式会社三菱東京UFJ銀行 500
株式会社みずほ銀行 500
三菱UFJ信託銀行株式会社 500
三井住友信託銀行株式会社 300
株式会社池田泉州銀行 200

合　計 5,000

3. 資産の取得
　本投資法人は、規約に定める資産運用の基本方針等に基づき、一般募集（公募）による新投資口の発行による手取金及び
新規借入金により、以下の資産を取得いたしました。

A. デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）
資産の種類：不動産信託受益権（受託者：みずほ信託銀行株式会社）
取得価格　：3,100,000,000円（取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除きます。）
取得日　　：平成26年6月4日
所在地　　：京都市上京区
取得先　　：阪急電鉄株式会社

B. コトクロス阪急河原町
資産の種類：不動産信託受益権（受託者：みずほ信託銀行株式会社）
取得価格　：2,770,000,000円（取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除きます。）
取得日　　：平成26年6月4日
所在地　　：京都市下京区
取得先　　：阪急電鉄株式会社

C. ライフ下山手店（敷地）
資産の種類：不動産信託受益権（受託者：三菱UFJ信託銀行株式会社）
取得価格　：1,421,000,000円（取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除きます。）
取得日　　：平成26年6月4日
所在地　　：神戸市中央区
取得先　　：阪急電鉄株式会社

D. 万代五条西小路店（敷地）
資産の種類：不動産信託受益権（受託者：みずほ信託銀行株式会社）
取得価格　：4,182,000,000円（取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除きます。）
取得日　　：平成26年6月24日
所在地　　：京都市右京区
取得先　　：阪急電鉄株式会社

当期（自 平成26年6月1日　至 平成26年11月30日）
　本投資法人は、平成26年11月30日を基準日、平成26年12月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による
投資口の分割を行いました。
1. 分割の目的
　平成26年1月1日から「少額投資非課税制度（NISA）」が開始されたことを踏まえ、投資単位当たりの金額を引き下げるこ
とにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、更なる投資家層の拡大と投資口の流動性の向上を図ることを目的
として、投資口分割を実施いたしました。

2. 分割の方法
　平成26年11月30日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資
口1口につき5口の割合による分割を行いました。

3. 分割により増加した投資口数等
　①分割前の発行済投資口数　　　　　： 119,500口
　②今回の分割により増加した投資口数： 478,000口
　③分割後の発行済投資口数　　　　　： 597,500口
　④分割後の発行可能投資口総口数　　： 10,000,000口
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Ⅵ．金銭の分配に係る計算書 Ⅶ．会計監査人の監査報告書

金銭の分配に係る計算書

前期（ご参考）
（自 平成25年12月 1 日

至 平成26年 5 月31日）

当期
（自 平成26年 6 月 1 日

至 平成26年11月30日）

Ⅰ当期未処分利益
Ⅱ分配金の額
　（投資口1口当たり分配金の額）
Ⅲ次期繰越利益

（単位：円）
1,311,082,173
1,311,002,400

（12,462）
79,773

（単位：円）
1,515,948,287
1,515,857,500

（12,685）
90,787

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第36条⑴に定める分
配方針に基づき、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
方針により、当期未処分利益を超えない
額で発行済投資口数105,200口の整数倍
の最大値となる1,311,002,400円を利益
分配金として分配することといたしまし
た。なお、本投資法人の規約第36条⑵に
定める利益を超えた金銭の分配は行いま
せん。

　本投資法人の規約第36条⑴に定める分
配方針に基づき、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
方針により、当期未処分利益を超えない
額で発行済投資口数119,500口の整数倍
の最大値となる1,515,857,500円を利益
分配金として分配することといたしまし
た。なお、本投資法人の規約第36条⑵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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Ⅷ．キャッシュ・フロー計算書（参考情報）

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕（参考情報）
前期

（自 平成25年12月 1 日
至 平成26年 5 月31日）

当期
（自 平成26年 6 月 1 日

至 平成26年11月30日）
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）の範囲

　手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預
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か月以内に償還期限の到来する短
期投資からなっております。

　手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預
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か月以内に償還期限の到来する短
期投資からなっております。

〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕（参考情報）
前期

（自 平成25年12月 1 日
至 平成26年 5 月31日）

当期
（自 平成26年 6 月 1 日

至 平成26年11月30日）
※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
（平成26年5月31日現在）

（単位：千円）
　現金及び預金 1,856,610
　信託現金及び信託預金 6,731,265
　現金及び現金同等物 8,587,876

※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

（平成26年11月30日現在）
（単位：千円）

　現金及び預金 2,581,667
　信託現金及び信託預金 8,403,688
　現金及び現金同等物 10,985,355

キャッシュ・フロー計算書（参考情報）
（単位：千円）

前期
（自 平成25年12月 1 日

至 平成26年 5 月31日）

当期
（自 平成26年 6 月 1 日

至 平成26年11月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税引前当期純利益 1,312,611 1,517,399
　減価償却費 947,415 972,462
　投資法人債発行費償却 3,223 3,223
　固定資産除却損 446 1,365
　投資口交付費 － 7,726
　受取利息 △863 △855
　未払分配金戻入 △1,027 △1,451
　支払利息 356,922 346,878
　営業未収入金の増減額（△は増加） △349 △1,252
　貯蔵品の増減額（△は増加） △371 △113
　預け金の増減額（△は増加） △21,269 4,177
　前払費用の増減額（△は増加） △220,879 △52,754
　営業未払金の増減額（△は減少） △204,177 115,288
　未払費用の増減額（△は減少） 1,934 158
　未払消費税等の増減額（△は減少） 199 △24,372
　前受金の増減額（△は減少） △14,517 88,576
　預り金の増減額（△は減少） 4,126 △4,787
　小計 2,163,423 2,971,669
　利息の受取額 863 855
　利息の支払額 △379,866 △360,508
　法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 11,076 △1,590
　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,795,496 2,610,425
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 △334,666 △11,667,738
　無形固定資産の取得による支出 △1,163 －
　預り敷金及び保証金の返還による支出 △298,880 △163,221
　預り敷金及び保証金の受入による収入 63,939 630,075
　投資活動によるキャッシュ・フロー △570,771 △11,200,884
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 － 5,000,000
　短期借入金の返済による支出 △1,000,000 －
　長期借入れによる収入 10,000,000 12,500,000
　長期借入金の返済による支出 △9,000,000 △12,500,000
　分配金の支払額 △1,363,466 △1,308,458
　投資口の発行による収入 － 7,296,397
　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,363,466 10,987,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △138,740 2,397,479
現金及び現金同等物の期首残高 8,726,617 8,587,876
現金及び現金同等物の期末残高  ※1 8,587,876  ※1 10,985,355
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投資主インフォメーション

②

⑥

③

⑤

④

⑥

①

（100％出資）

（100％出資）

一般事務受託者・資産保管会社
投資主名簿等管理人
特別口座の管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

特定関係法人
（本資産運用会社の親会社の子会社）

阪急不動産株式会社

本投資法人

阪急リート投資法人

本資産運用会社
阪急リート投信株式会社

投資法人債に関する一般事務受託者
株式会社三井住友銀行

不動産情報提供会社
阪急電鉄株式会社
阪急不動産株式会社

阪急インベストメント・パートナーズ株式会社

投資主総会

役員会

会計監査人
有限責任あずさ監査法人

執行役員 ： 白木　義章
監督役員 ： 宇多　民夫
監督役員 ： 堀之内清孝

特定関係法人
（本資産運用会社の親会社）

阪急電鉄株式会社

特定関係法人
（本資産運用会社の親会社）
ブランド・ライセンス会社

阪急阪神ホールディングス株式会社

①資産運用委託契約
②一般事務委託契約
　資産保管業務委託契約
　投資口事務代行委託契約
　特別口座の管理に関する契約
③商標使用許諾契約
④情報共有に係る協定書
⑤財務代理契約
⑥資産の一部の譲渡契約及び賃貸借契約

（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。

名　称 住　所 所有株式数（株） 比　率（％）（注）

阪急電鉄株式会社

：阪急リート投信株式会社
：3億円
：金融商品取引法に基づく投資運用業及び投資信託及び投資法人に関する法律に基づく特定投資運用行為
：平成16年 3 月15日  阪急リート投信株式会社設立
平成16年 4 月28日  宅地建物取引業免許取得（免許証番号 大阪府知事（3）第50641号 平成26年4月28日免許証更新）
平成16年 9 月 1 日  宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得（国土交通大臣認可第23号）
平成16年11月 4 日  投資信託委託業者に係る業務認可取得（内閣総理大臣第34号）
平成18年 8 月24日  業務の方法の変更の認可取得
平成19年11月30日  金融商品取引業登録（近畿財務局長（金商）第44号）

大阪市北区芝田一丁目16番1号 6,000 100

●

●

●

●

名 称
資本の額
事業の内容
沿 革

● 資産運用会社組織図

● 株主の状況

コンプライアンス・オフィサー（委員長）、代表取締役社長、
常勤取締役、外部専門家2名を委員とし、コンプライアン
スに関する事項、利益相反取引の承認等に関する審議・
決定を行います。コンプライアンス・オフィサー及び外部
専門家2名を含む委員の4分の3以上が出席することによ
り成立し、上記の決定は出席委員全員の賛成により行われ
ます。なお、監査役、委員長の推薦に基づき本委員会にお
いて承認を受けた者はオブザーバーとして委員会に出席
し、意見を述べることができます。

代表取締役社長（委員長）、常勤取締役、これに準ずる取
締役（コンプライアンス・オフィサーを除く）、各部部長
（ただし、常勤取締役、これに準ずる取締役又はコンプラ
イアンス部長以外の者）を委員とし、運用ガイドラインの
策定及び変更、資産運用計画の策定・変更、不動産関
連資産の取得・処分、資金調達等に関して審議・決定を
行います（コンプライアンス・オフィサーの同席を必要とし
ます）。

※1

※2

株主総会

取締役会

代表取締役社長

監査役

コンプライアンス委員会※1

投資運用委員会※2コンプライアンス部

内部監査部

投資運用第一部 投資運用第二部 経営企画部 経営管理部

本投資法人の投資証券が上場された平成17年10月26日から平成26年11月30日までの東京証券取引所における本投資
法人の投資口価格及び売買高の推移は以下のとおりです（投資口価格については終値ベースで記載しております）。

平成20年
11月末

平成20年
5月末

平成22年
11月末

平成23年
5月末

平成23年
11月末

平成24年
11月末

平成25年
5月末

平成25年
11月末

平成26年
5月末

平成26年
11月末

平成24年
5月末

平成22年
5月末

平成21年
11月末

平成21年
5月末

平成19年
11月末

平成19年
5月末

平成18年
11月末

平成18年
5月末

平成17年
11月末

平成17年
10月26日

売買高（口）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

75,000

80,000

時 価 総 額
最 高 価 格
最 低 価 格

：87,294百万円（平成26年11月30日現在）
： 276,000円
： 65,000円
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（注）投資口価格及び売買高は、平成26年12月1日に行った投資口分割(5分割)を考慮し、平成26年11月25日以前の数値を修正しております。
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所有者別投資口数
合計 119,500口

所有者別投資主数
合計 10,886人

個人・その他
30,585口（25.59%）

外国法人等・個人
8,306口（6.95%）

その他の国内法人
11,459口（9.59%）

金融機関（証券会社含む）
69,150口（57.87%）

個人・その他
10,463人（96.11%）

外国法人等・個人
103人（0.95%）

その他の国内法人
227人（2.09%）

金融機関（証券会社含む）
93人（0.85%）

投資法人の仕組み

資産運用会社の概要

投資口の状況

●投資口価格の推移

●投資主の構成（平成26年11月30日時点）
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投資主インフォメーション

■決算月 ■決算発表 ■資産運用報告発送
■分配金支払開始

■決算月 ■決算発表 ■資産運用報告発送
■分配金支払開始

11月 1月 2月5月 7月 8月

① 受取期間内の場合
「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行・郵便局にお持ちいただくことで、お受取りいただけます。なお、口座振込をご
指定の方は、「分配金計算書」及び「「投資主分配金振込先ご確認」のご案内」をお送りしましたので、ご確認下さい。
分配金のお受取りにつきまして、銀行振込のご指定などの手続きをご希望の方は、お取引証券会社にお問合せ下さい。
ゆうちょ銀行口座への振込もお選びいただけるようになっております。
分配金の口座振込をご指定の方と同様に、「分配金領収証」により分配金をお受取りになられる投資主様宛にも「分配金
計算書」を同封いたしております。分配金をお受取りになった後の分配金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使
用いただけます。（分配金のお受取り方法が株式数比例配分方式の場合は、お取引証券会社にお問合せ下さい。）

② 受取期間を過ぎた場合
「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部へご郵送いただくか、同銀行の本支
店窓口にてお受取り下さい。

①住所変更等各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなって
おります。口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。

②特別口座の投資口に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下
記特別口座管理機関にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店にてもお取次ぎいたします。

特別口座の口座管理機関

連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社

〒541-8502　大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
TEL  フリーダイヤル：0120-094-777

決算期 毎年5月末日・11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16条に定める日

分配金支払確定基準日 毎年5月末日・11月末日

上場証券取引所 東京証券取引所（銘柄コード：8977）

公告掲載新聞 日本経済新聞

投資主名簿等管理人 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

同事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部（TEL フリーダイヤル：0120-094-777）

第18期資産運用報告の送付時に実施いたしました投資主アンケートにご協力いただき、また貴重なご意見・ご要望を
いただき、ありがとうございました。皆様からのご意見・ご要望については、今後の資産運用やIR活動に有効に活用して
まいります。以下に、主な集計結果をご報告申し上げます。

　第18期の活動実績に対する満足度に関しては、日本格付研究所（JCR）より新たに格付け（AA－）を取得した点等に高い
評価をいただきました。本投資法人は、今後もスポンサーグループと連携し、質の高い物件の機動的な取得や既存物件の
稼働を高めることによりポートフォリオの成長・拡大を図り、巡航ベースで2,400円以上（投資口分割（5分割）実施前：
12,000円以上）の分配金を維持し、更に積み上げをできるように努めてまいります。

第18期投資主アンケート結果のご報告

◆回答者プロフィール

◆主な回答

◆総括

年 齢

29歳以下 1.5%未記入 1.9%
30～39歳 5.1%

40～49歳
13.4%

50～59歳
16.4%60～69歳

27.0%

70歳以上
34.7%

J-REITの投資先銘柄を選定する際に
重視するポイント

本投資法人のIR活動で特に充実した方がよいと思われること（上位5項目）本投資法人に期待すること（上位5項目）

第18期の主な活動実績に対する満足度

分配金利回り
保有物件の質

スポンサーの信頼性
投資口価格の値上がり期待
今後の成長戦略、将来性

資産運用報告の充実

個人投資家向け説明会の開催

投資主向け情報誌の発行

ウェブサイトの充実

新聞、雑誌等への広告掲載

分配金の維持・向上

投資口価格の上昇

安定した財務内容

投資主優待制度の実施

スポンサーとの連携、サポート強化

42.7％
31.1％

78.6％

44.9％89.9％

35.6％45.3％

27.0％29.3％

25.8％29.0％

17.6％26.5％

31.0％
27.4％

株式会社日本格付研究所（JCR）より
新たに格付けを取得

0.3％

■  大変満足　 ■  満足　 ■  どちらでもない　 ■  やや不満　 ■  不満　 ■  無回答

0% 25% 50% 75% 100%

新規資産組入による
ポートフォリオ利回りの向上

スポンサーグループとの連携

分配金実績

2年連続となる公募増資の実施及び
新規借入による新規資産の取得

オペレーショナル・マネジメントの
実践による既存物件の運用

IR活動実績

13.5％ 63.0％ 18.6％ 1.3％ 3.4％

0.6％

9.3％ 60.4％ 21.7％ 4.2％3.9％

0.7％

8.2％ 58.2％ 27.1％ 2.7％ 3.1％

1.7％

5.2％ 57.7％ 20.9％ 12.1％ 2.4％

1.5％

5.2％ 52.1％ 29.8％ 7.8％ 3.6％

0.5％

3.6％ 44.1％ 43.6％ 3.7％ 4.6％

0.7％

2.2％ 34.7％ 52.4％ 4.5％ 5.4％

●第18期投資主　10,626名

●回答者数：1,940名
　回答率：18.3％

●回答者性別：男性 71.0%
　　　　　　　女性 23.9%
　　　　　　　無回答 5.1%

決算スケジュール

分配金の受取について

住所、氏名、届出印等の変更手続きについて

投資主メモ
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