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自 平成27年6月1日  至 平成27年11月30日

阪急リートは更なる成長を目指して
着実に歩んでまいります。

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21期（平成27年6月1日〜平成27年11月30
日）の運用状況につきましてご報告申し上げます。

本投資法人は平成17年10月に関西初となる不動産投資法人とし
て東京証券取引所 不動産投資信託市場に上場し、平成27年10月に
上場10周年を迎えました。

この10年間を振り返りますと、景気や不動産市況の大きな循環を
経験し、順調に成長を遂げた時期だけではなく、世界的な金融市場の
混乱の影響を受けた時期もありました。

そのような時期においても、本投資法人は、機会を逃さずに様々な
施策を実行することにより、現在、再び持続的な成長軌道を歩んでお
ります。

これもひとえに投資主の皆様のご支援の賜物と心から感謝申し上
げます。

今後もこれらの経験を活かし、更なる成長を目指して着実に歩んで
まいります。

平成27年6月にスポンサーである阪急阪神ホールディングスグループとの準共有物件である阪急西宮ガーデンズと
HEPファイブが株式会社日本政策投資銀行よりDBJ Green Building認証を受けました。省エネや創エネなどの環境へ
の配慮、憩いの場の提供やイベントを通じた地域貢献、スポンサーグループによる文化や歴史への配慮などが評価されま
した。

また平成27年10月には、北青山3丁目ビルが東京都港区が制定する「港区みどりの街づくり賞」を受賞しました。開放
的な広場と存在感のあるシンボルツリーの植栽により、個性豊かなみどりを体感することができ、界隈の魅力をアップさせ
ている点などが評価されました。

いずれの施設においても、地域に溶け込み、地域に貢献する事業活動を行っていることが社会的に認知されたことを名
誉に感じております。

高い評価を頂いた環境配慮や地域貢献等の社会的要請に対しては、今後も対応を進め、ポートフォリオの資産価値向上
を目指してまいります。

物件取得競争が激しさを増すなか、今後の資産の取得に当たっては、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20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、引き続きご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

投資主の皆様へ

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

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400名の方に、2016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。

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

「港区みどりの街づくり賞」の表彰式にて

成長戦略・運用方針

Information
投資主インフォメーション48
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第4期末
平成19年5月期末

第8期末
平成21年5月期末

第1期末
平成17年11月期末

資
産
規
模（
取
得
価
格
の
合
計
）の
推
移

地域密着型商業施設 都市型商業施設 ホテル 事務所用途区画 その他

第19期末
平成26年11月期末

第17期末
平成25年11月期末

第16期末
平成25年5月期末

第18期末
平成26年5月期末

23物件
1,393億円

378億円

130億円

234億円

633億円

130億円

207億円

546億円

第20期末
平成27年5月期末

16物件
1,161億円

405億円

130億円
173億円

446億円

16物件
1,348億円

8物件
721億円

9億円（事務所）
24億円（ホテル）

497億円

190億円

5物件
493億円

9億円（事務所）
24億円（ホテル）

304億円

155億円
第21期末

平成27年11月期末

380億円

130億円

233億円

633億円

382億円

131億円

230億円

633億円

99.5%
31.0%

46.1% 57.9%
48.6% 47.3% 45.4% 44.4% 43.2%

98.5%98.5%

98.6%

53.5%

99.5%
98.6% 98.7% 98.7% 98.8%

19物件
1,278億円

404億円

130億円
188億円

546億円

L
T
V

稼
働
率

19物件
1,278億円

378億円
418億円

129億円

530億円

263億円

23物件
1,393億円

23物件
1,393億円

資産規模の拡大とともに、地域分散・用途分散を図りながら、ポートフォリオの安定性向上とリスク分散を実現しています。

ポートフォリオの成長

阪急リート 10年の歩み

●◦特長
本投資法人は、スポンサーである阪急阪神ホールディング

スの地域に根ざした不動産情報力、ネットワーク、運営ノウハ
ウを最大限活用できる「関西圏」を中心に投資しています。

投資対象は、スポンサーグループの不動産運営実績のある
商業用途及び事務所用途の区画を有する不動産としており、
中でもグループの企画能力及び運営能力によって安定的な収
益が期待できる「商業用途区画」に重点的に投資しています。

●◦今後の方針
今後も、スポンサーグループの持つ総合力の更なる活用

を図ってまいります。外部成長においては、スポンサーとの
連携による物件取得機会の拡大とポートフォリオの質の向
上、内部成長においては、オペレーショナル・マネジメント
の実践による高い収益性の維持・向上、財務戦略において
は、安定的な財務運営の継続と分配金の向上を目指してま
いります。

外部成長・内部成長の軌跡

地 域

　投資法人の成長には、物件の取得又は譲渡により収益の向上を目指す「外部成長」と、既に保有する物件の利益の最大化を
目指す「内部成長」があります。
　本投資法人の資産規模（取得価格の合計）は、上場時の493億円から第21期となる当期（平成27年11月期）には1,393億
円に拡大し、上場以降、着実に外部成長を果たしております。
　またポートフォリオ合計稼働率は、上場以降一貫して98%を超える高い水準にあり、堅実な内部成長を継続しております。

用 途
第1期末 第21期末

▲ ▲

本投資法人の特長と今後の方針

第1期末 第21期末

▲ ▲関西圏
100%

493億円

関西圏
72.3%

その他
27.7%

1,393億円

商業用途区画
98.1%

事務所
用途区画
1.9%

内、ホテル
用途部分
4.9%

493億円
商業用途区画
71.5%

事務所
用途区画
27.4%

その他
用途区画
1.1%

1,393億円

内、ホテル
用途部分
9.4%

更なる成長を目指して（第19期〜第21期）

2年連続の公募増資による
商業施設ポートフォリオの強化

● デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）
● ライフ下山手店（敷地）
● 万代五条西小路店（敷地）

スポンサーのウェアハウジング機能を活用
し、関西圏の地域密着型商業施設を取得

スポンサーの保有物件を取得

● コトクロス阪急河原町
取得資産　取得価格の合計115億円

● 平成26年12月　 
投資口分割

● ホテル用途部分への 
投資割合の拡大

● ポートフォリオマネジメ
ント態勢の整備 

（運用会社において投
資企画室の新設）

● 財務体質の大幅改善

第20期

● 平成26年6月　 
第3回公募増資実施

第19期

上場から成長軌道へ（第1期〜第4期）

取得資産　取得価格の合計721億円
● HEPファイブ 
（準共有持分50%相当）

● 北野阪急ビル
● デュー阪急山田
● 高槻城西ショッピングセンター
● 上六Fビルディング
● NU chayamachi ほか

第1期 ● 平成17年10月26日　 
関西初のリートとして 
東京証券取引所に上場

第2期 ● 格付けの取得 
（R&I：A+）

取得資産　取得価格の合計627億円
● スフィアタワー天王洲（準共有持分33%相当）
● 汐留イーストサイドビル
● ホテルグレイスリー田町
● リッチモンドホテル浜松
● ららぽーと甲子園（敷地）
● ラグザ大阪　　●  難波阪神ビル ほか

持続的な成長（第5期〜第8期）

第5期 ● 平成19年6月　 
第1回公募増資実施

第6期 ● 資産規模が1,000億円
を突破

第8期 ● 5物件の取得 
（うち3物件は阪神電
気鉄道がかつて保有）

金融危機の克服（第9期〜第16期）

● HEPファイブの一部　　
●   NU chayamachi ほか

譲渡資産　譲渡価格の合計471億円

取得資産　取得価格の合計285億円
● 阪急西宮ガーデンズ 
（準共有持分28%相当）

● 阪急電鉄本社ビル

第16期 ● ポートフォリオ収益率向上の
ため、資産入替えを実施

第13期 ● 将来の公募増資に備え、匿名
組合出資持分の取得（イオン
モール堺北花田）

成長軌道への回帰に向けた取り組み

第9期 ● 保有物件の一部譲渡

第13期 ● 初の投資法人債の発行

財務健全化に向けた取り組み

成長軌道への回帰（第17期・第18期）

● 北青山3丁目ビル 

東京都心の都市型商業施設の取得

● イオンモール堺北花田（敷地） 
● 万代豊中豊南店（敷地） 

地域密着型商業施設への厳選投資

取得資産　取得価格の合計117億円

● 平成25年6月　 
第2回公募増資実施

第17期

● 格付けの取得（JCR：AA－）第18期
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第21期ハイライト

本投資法人の当期の決算は、営業収益4,875百万円、当期純利益1,565百万円となりました。前期実績及び平成27年7月15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2,620円となり、前期実績（2,567円）に対し53円（2.1％）、予想分配金（2,550円）に対して70円

（2.7％）、それぞれ上回る結果となりました。 

第21期確定分配金（1口当たり）

格付

LTV

2,620円
営業収益

4,875百万円
営業利益

1,961百万円

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。

当期末においては保有物件の鑑定評価額の上昇等により、低下いたしました。

43.2％

●取得資産総額（億円）／総物件数

第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

●稼働率（％）

第17期 第18期 第19期 第20期

98.798.7

第21期

98.698.6 98.8

0

1,300

1,200

1,100

1,000

1,400 20

15

10

5

0

0

50

100

●LTV（％）

第17期 第18期 第19期 第20期

44.4 43.245.4

第21期

47.348.6

0

60

50

40

30

2,5672,492 2,5372,597

●1口当たり分配金（円）

第17期
0

第18期 第19期 第20期

2,620

第21期

1,278.3

1,393.0

1,278.3

1919
2323

1,393.0

23

1,393.0

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800

第22期予想分配金（1口当たり）

2,600円
平成28年1月22日（金）に行いました第21期決算発表において、第22期（平成28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28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、左記予想数値は、平成28年1月
22日付「平成27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。

（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、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。上記グラフについては、
第21期と比較するため、第17期から第19期までの1
口当たり分配金を5で除した金額で記載しています。

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。

98.8％

●取得資産総額（億円）／総物件数

第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

●稼働率（％）

第17期 第18期 第19期 第20期

98.798.7

第21期

98.698.6 98.8

0

1,300

1,200

1,100

1,000

1,400 20

15

10

5

0

0

50

100

●LTV（％）

第17期 第18期 第19期 第20期

44.4 43.245.4

第21期

47.348.6

0

60

50

40

30

2,5672,492 2,5372,597

●1口当たり分配金（円）

第17期
0

第18期 第19期 第20期

2,620

第21期

1,278.3

1,393.0

1,278.3

1919
2323

1,393.0

23

1,393.0

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800

取得資産総額／総物件数

1,393.0億円 23物件
●取得資産総額（億円）／総物件数

第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

●稼働率（％）

第17期 第18期 第19期 第20期

98.798.7

第21期

98.698.6 98.8

0

1,300

1,200

1,100

1,000

1,400 20

15

10

5
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0

50
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●LTV（％）

第17期 第18期 第19期 第20期

44.4 43.245.4

第21期

47.348.6

0

60

50

40

30

2,5672,492 2,5372,597

●1口当たり分配金（円）

第17期
0

第18期 第19期 第20期

2,620

第21期

1,278.3

1,393.0

1,278.3

1919
2323

1,393.0

23

1,393.0

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800

経常利益

1,566百万円
当期純利益

1,565百万円
●取得資産総額（億円）／総物件数

第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

●稼働率（％）

第17期 第18期 第19期 第20期

98.798.7

第21期

98.698.6 98.8

0

1,300

1,200
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1,000

1,400 20

15

10

5
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0

50

100

●LTV（％）

第17期 第18期 第19期 第20期

44.4 43.245.4

第21期

47.348.6

0

60

50

40

30

2,5672,492 2,5372,597

●1口当たり分配金（円）

第17期
0

第18期 第19期 第20期

2,620

第21期

1,278.3

1,393.0

1,278.3

1919
2323

1,393.0

23

1,393.0

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800

7 6



　本物件は、青山通りよりやや西側に入った通りに位置
し、大通りに面しない立地の中では商業集積度が高く、
優位性の高いエリアです。周辺にはファッションではコ
アなファンをターゲットとした吸引力の高い目的集客型
のブランドが多く見られます。立地イメージは比較的良
好で、個性を求めるお客様やメインストリートの喧騒か
ら離れて街歩きを楽しみたいお客様の回遊が増えてい
ます。
　メインテナントである株式会社ACROは、自然派ス
キンケアコスメティックブランド「THREE」を全国の百貨
店等に出店しています。本物件に出店している「THREE 
AOYAMA」は「THREE」の旗艦店として、製品を販売す
るショップの他、スパとダイニングを併設し、エリアの特
性・イメージにマッチした店舗となっています。

　このように本物件には、自然派スキンケア化粧品店舗を営むテナントが入居していることか
ら、ローズマリー、ゲッキツ、ティーツリーをはじめとするコスメティックで使われている花や香り
を楽しめる植物を多く植えています。また、植栽の配置は出来る限りシンプルにまとめ、青山の
地域に適したデザインに仕上げました。

第21期のトピックス

DBJ Green Building認証 取得

●�共用部LED照明を採用するなど、施設全体における省エネの推進に加
え、太陽光発電を活用した創エネにも取り組むことで、環境配慮を実
施している点。

●�打ち水イベントやライトダウンキャンペーン等のエコイベントを実施す
るほか、多目的ホールである「HEPホール」を設置し、文化支援イベン
トへの活用等も促すことで、地域貢献を図っている点。

●�外国語の施設パンフレットを用意するほか、テナント従業員に外国語
研修を実施するなど、インバウンド対応にも注力している点。

評価ポイント

【★★★★／4つ星】
極めて優れた

「環境・社会への配慮」がなされたビル

敷地面積 5,596.11㎡
延床面積 45,266.96㎡

竣工 平成10年11月
階数 地上10階／地下3階

　本物件の立地する梅田エリアは、阪急、阪神、JR、大
阪市営地下鉄が乗り入れる西日本最大のターミナルで
あり、大型商業施設・百貨店の日本一の集積地となって
います。屋上には直径75mの赤い観覧車（ビルの高さ
を加えると最高高さ106m）があり、梅田エリアのラン
ドマークになっています。若年層を意識したファッション
系の物販店舗を中心に、飲食、イベントホール、アミュー
ズメント（ジョイポリス、観覧車）を取り入れ、エンタテイ
ンメント性を高めています。
※ 阪急不動産株式会社が準共有持分86%、本投資法

人が準共有持分14％を保有しています。

●�共用部LED照明を採用するなど、施設全体の省エネを推進しているほ
か、太陽光発電や風力発電も活用しながら創エネにも積極的に取り組む
ことで、環境配慮を実施している点。
●�屋上庭園として「スカイガーデン」を整備し、周辺の生態系に配慮した大
規模な緑化に取り組みながら、果樹収穫イベントやコンサートイベント等
を実施することで利用者の憩いの場を創出し、地域貢献を図っている
点。
●��「阪急西宮ギャラリー」において、かつて当該地に存在していた「阪急西
宮スタジアム」にかかる情報発信を実施するほか、ホームベース等のモ
ニュメントを設置するなど、文化・歴史への配慮を行っている点。

評価ポイント　本物件は、「阪急西宮スタジアム」跡地を再開発して
平成20年に開業した西日本最大級のショッピングセン
ターであり、百貨店業態の「西宮阪急」、GMS業態の「イ
ズミヤ西宮ガーデンズ店」、シネマコンプレックスの

「TOHOシネマズ西宮OS」を核店舗とし、店舗数は約
260店舗を有します。また、屋上にはイベント等を行うこ
とのできるスカイガーデンが設置されています。
※ 阪急電鉄株式会社が準共有持分72%、本投資法人が

準共有持分28％を保有しています。

阪急西宮ガーデンズ 【★★★★★／5つ星】

「港区みどりの街づくり賞」受賞
北青山3丁目ビル

敷地面積 415.42㎡
延床面積 692.00㎡

竣工 平成25年9月
階数 地上3階

●道路に面した開放的な広場に、存在感のあるシンボルツリー、個性的な植物
（ティーツリー等）が植栽され、柑橘系樹木の様々な香りや草花を通じ、個性
豊かなみどりを体感できる点。
●樹木の管理も行き届き、みどり豊かな趣ある店舗が多く存在するこの界隈の魅
力を格段にアップさせている点。

評価ポイント
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本投資法人初の
東京都心の都市型商業施設

「港区みどりの街づくり賞」とは
　「港区みどりの街づくり賞」は、区内緑化
の一層の推進を図ることを目的に東京都
港区が平成16年に創設したもので、環境
への配慮と優れた緑化計画を行っている
民間建築物を表彰する制度です。

【★★★★★／5つ星】
国内トップクラスの卓越した

「環境・社会への配慮」がなされたビル

敷地面積 79,003.72㎡
延床面積 233,472.92㎡

竣工 平成20年10月
階数 地上9階及び6階

※J-REIT保有物件 商業施設初の最高位「5つ星」の取得

DBJ Green Building認証
（商業施設版）とは
　環境や社会への配慮がなされた不動産

（Green Building）の普及促進を目的に、
株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が

「Ecology（環境）」「Diversity（多様性）」
「Risk Management（防犯・防災）」
「Community（地域・景観）」「Partnership
（ステークホルダーとの連携）」の5つの分
野について、独自に開発したスコアリング
モデルによって評価し、5段階の認証を付
与する制度です。

　本投資法人では、このような認定機関
からの評価を受けることにより、保有物件
が持つ、環境に配慮した取り組みや地域
社会との関わり方といった側面が社会的
に認知され、物件のブランド価値向上に
つながると考えております。
　今後も保有物件に対し、環境・省エネル
ギー対策やエネルギー利用の効率化に取
り組むとともに、施設を利用する方々の快
適性や周辺環境・コミュニティへの配慮
等、社会的要請への対応を進め、ポート
フォリオの資産価値向上を目指してまい
ります。

HEPファイブ 【★★★★／4つ星】

今後の取り組み

北青山3丁目ビル シンボルツリーと植栽
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財務その他の取り組み

※（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）

第17期と第19期の2年連続の公募増資等により、財務体質は第20期までに大幅に改善しました。また、第18期には株式
会社日本格付研究所（JCR）からのAA－格（格付の見通し：安定的）の長期発行体格付を取得いたしました。当期においても
引き続き良好な財務体質を維持しております。

当期においては、平成27年9月に返済期限が到来した長期借入金12億円について、9年変動金利にて借換えを行いまし
た。また、平成28年1月（第22期）に返済期限が到来した長期借入金10億円についても、9年変動金利にて借換えを行いま
した。これらは、第20期までに長期固定化を進め、財務安定性が大幅に向上したことから、足元の借入コスト低減に寄与す
るため、変動金利にて借換えを行ったものです。

いずれの借換えにおいても、固定比率とのバランスを取りつつ、平均残存年数の長期化、返済期限の分散化、借入コスト
の抑制を実現し、財務安定性を更に向上させることができました。

これらの結果、第21期末には長期比率100.0％、固定比率91.6%、平均借入コストは1.06%となりました。
LTVは第20期末の44.4%から保有資産の鑑定評価額の上昇を受けて、第21期末は43.2%に低下いたしました。

●資金調達の状況

外部成長の取り組み
物件取得競争が過熱しているなか、ポートフォリオの収益性、安定性の向上を図るため、優良物件の適正価格での確保に

向けた取り組みを積極的に実施いたしました。
スポンサーグループとの協働による開発物件の探索、検討等の取り組みを継続的に実施するとともに、物件取得手法や

物件情報入手ルートのより一層の拡大を図りました。

また、平成27年4月に資産運用会社において新設された投資企画室を中心に、ポートフォリオの質の向上を図るための
施策について検討を続けております。

第21期における取り組み

有利子負債
第20期末 第21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

5.1年
100.0%
93.5%
44.4%
42.9%

4.8年
100.0%
91.6%
43.2%
43.0%

第20期末 第21期末
有利子負債 619億円 619億円

平均調達コスト
（有利子負債＋敷金保証金活用額） 1.05% 1.04%

平均借入コスト
（投資法人債を含む） 1.07% 1.06%
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新規契約賃料
市場賃料

市場賃料：第18期の各物件における市場賃料の平均値を基準（100）とした期毎の相対数値（CBRE資料に基づく）
新規契約賃料：第18期の各物件における市場賃料の平均値を基準（100）とした期毎の新規契約賃料の相対数値
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平成26年5月期
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平成26年11月期
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平成26年5月期
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平成26年11月期
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平成27年11月期

第20期
平成27年5月期

新規取得物件
既存物件
含み損益
（左軸）

（百万円）

CAPレート
（加重平均）
（右軸）（注）

・資産取得
 4物件取得

8,479百万円

・資産入替
 2物件取得、2物件譲渡

・資産取得
 3物件取得
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●市場賃料と新規契約賃料の推移

（グラフ）
市場賃料：第18期の各物件における市場賃料の平均値を基準（100）とした期毎の相対数値
新規契約賃料：第18期の各物件における市場賃料の平均値を基準（100）とした期毎の新規契約賃料の相対数値
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1.36％

2.4年

1.33％

2.0年

1.34％

2.2年 2.7年

3.6年

1.07％

5.1年

1.06％

4.8年

12

投資法人債
60億円

10

1.08％

1.23％

第22期借換え
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●市場賃料と新規契約賃料の推移

（グラフ）
市場賃料：第18期の各物件における市場賃料の平均値を基準（100）とした期毎の相対数値
新規契約賃料：第18期の各物件における市場賃料の平均値を基準（100）とした期毎の新規契約賃料の相対数値
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平均借入コスト（投資法人債を含む）
長期借入金と投資法人債の平均残存年数

第15期末 第16期末 第17期末 第18期末 第19期末 第20期末 第21期末

1.36％
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2.0年

1.34％
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5.1年
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60億円

10

1.08％
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第22期借換え

●返済期限の分散状況 ●借入コストと平均残存年数の推移

含み損益の推移

内部成長の取り組み

HEPファイブでは、2階の大型区画において、コアターゲットとしている
10代から20代向けのファッション店舗を誘致するなど、テナント入替えに
よる収益増加と施設の活性化を図りました。

また観覧車搭乗者数は、インバウンド利用者の増加によって前年比50％
増となり、収益増加に寄与しております。

ホテルグレイスリー田町については、平成26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、現在係属中です。本投資法人
としては、直近の地価等の経済指標や売上指標及びホテルの収支状況、並び
に賃料鑑定（平成27年5月1日時点）の結果を踏まえ、現行賃料を増額すべき
であるとの判断に至ったことから、平成27年7月6日に増額反訴を提起いた
しました。今後も本件訴訟及び反訴のそれぞれにおいて、信託受託者を通じ
て本投資法人の立場の正当性を主張してまいります。

商業施設での取り組み

HEPファイブにおけるテナント誘致（2階新規テナント）

第21期末時点の稼働率が39.0%に留まっておりますスフィアタワー天王
洲におきましては、既存テナントの館内増床（1フロア）により、平成28年1月

（第22期）の稼働率が42.8%となりました。テナント誘致環境としては、首都
圏におけるオフィス空室率低下により賃料は反転傾向にあり、割安な賃料水
準で大型区画を一括で提供できるのは湾岸エリアにほぼ限定されるなど、改
善されつつあります。このような環境に加えて、ビルの特性やロケーション
等の強みをアピールするなど、きめ細やかなリーシング活動を行った結果、
内覧件数は昨年から倍増し、具体的な商談件数も増加傾向にあります。

今後もこのように、エリアやビルの特性や、引き続き実施しているバ
リューアップ工事による訴求力向上を活かしたリーシング活動を推進して
まいります。

オフィスビルでの取り組み

専有部のメゾネットフロア活用例（イメージ）

地下エントランス（地下1階）休憩コーナー（1階エントランス奥）

第21期末の鑑定評価額は、前期末と比較して2.1%増加し139,638百万円となりました。簿価との差額である含み益は
8,479百万円となり、前期末より3,735百万円増加しております。

第19期に含み益ポジションに転換いたしましたが、第21期においてはキャップレートの更なる低下により含み益が拡
大しております。

（注）CAPレートは鑑定評価額による加重平均を算出

本投資法人では、中長期にわたっての安定的な収益の確保と運用
資産全体の収益性の維持・向上を図るべく、保有物件に対して適切な
修繕やリニューアルを進めております。

今後も保有物件の物理的・機能的価値向上のために、修繕計画に
基づき着実に改修工事を実施してまいります。

資産価値の維持・向上への取り組み

＜北野阪急ビル＞
エレベータ更新工事を実施

＜デュー阪急山田＞
共用部照明をLEDへ更新

これらの取り組みの結果、第21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98.8%と引き続き高
稼働率を維持しております。
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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
ておりますが、固定部分（固定契約賃料、共益費収入、最低
保証賃料）を含む場合があります。
（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
91.9%

変動賃料
テナント
8.1%

その他用途区画
1.1%

事務所用途
区画
27.4%

商業用途
区画
71.5%

稼働率（注）

98.9%（98.8％）

（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 7.0%

内、ホテル
用途部分
9.4%

変動部分 1.1%

●258,043
● 55,587

●258,050
● 55,587

●257,872
● 55,587

●257,871
● 55,561

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
● 56,182

480,862
●424,679
● 56,182

480,862

99.0 99.4 98.5 99.0 99.5 98.6 98.6 98.7 98.7

●424,679
● 56,182

480,862
●424,679
● 56,182

480,862

98.8

●424,675
● 56,182

480,858
●424,675
● 56,182

480,858

総賃貸可能面積
（㎡）

関西圏稼働率 その他

0
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稼働率
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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。

（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）敷地面積には、借地部分8,409.40㎡を含んでおります。
（注6）賃貸可能面積には、駐車場棟の面積9,476.49㎡を含んでおります。
（注7）ＰＭＬは、駐車場管理棟（394.88㎡）部分です。
（注8）敷地面積には、借地部分6,255.29㎡を含んでおります。
（注9）賃貸可能面積には、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10）敷地面積には、借地部分205.08㎡を含んでおります。
（注11）事務所・店舗部分の竣工年です。
（注12）敷地面積には、他の区分所有者の所有部分1,204.93㎡と借地部分320.49㎡を含んでおります。

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%
（99.7%）

1
（130） 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%

（98.0%）
2

（22） 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

（注6） 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7）
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8）
65,372.41

（注9） 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10） 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 4,611.82 100.0% 12 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11） 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12） 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

（6,452.69）
100.0%

（96.0%）
1

（20） 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
（480,858.43）

98.9%
（98.8%）

89
（257） 3.5% ー 139,307 100.0%

ポートフォリオデータ

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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新神戸

難波

山田

高槻市

奈良

阪
急
宝
塚
線

阪
急
千
里
線

阪
急
京
都
線

河原町

京都

兵庫県

大阪府

奈良県

京都府

新大阪

高槻

天王寺

宝塚

神戸三宮

伊丹 大阪空港

大阪国際空港

門真市今津 阪急神戸線
西宮北口

大阪
梅田

神戸新交通
北大阪急行
地下鉄・御堂筋線
地下鉄・千日前線
地下鉄・谷町線
地下鉄・堺筋線

阪急
阪神
近鉄大阪線、奈良線
大阪モノレール

JR
新幹線

難波

西九条

梅田梅田

京橋

上本町

谷町九丁目

新大阪

天王寺

大阪

コトクロス阪急河原町

阪急電鉄本社ビル

デュー阪急山田

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）

ライフ下山手店（敷地）

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）

ニトリ茨木北店（敷地）

難波阪神ビル

R1（K）
HEPファイブ

R8
ホテルグレイスリー田町

O1
汐留イーストサイドビル

M2
スフィアタワー天王洲

R10
リッチモンドホテル浜松

R2（K）
北野阪急ビル

R3（K）
デュー阪急山田

R4（K）
高槻城西ショッピングセンター

R11（K）
阪急西宮ガーデンズ

R14（K）
デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町店（敷地）

R17（K）
万代五条西小路店（敷地）

O2（K）
阪急電鉄本社ビル

R5（K）
ニトリ茨木北店（敷地）

R15（K）
コトクロス阪急河原町

M1（K）
上六Fビルディング

M4（K）
難波阪神ビル

R6
コーナン広島中野東店（敷地）

M3（K）
ラグザ大阪

R9（K）
ららぽーと甲子園（敷地）

R16（K）
ライフ下山手店（敷地）

1
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3
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大阪中心部 商業用施設

事務所用施設

複合施設

R13（K）
万代豊中豊南店（敷地）

R12（K）
イオンモール堺北花田（敷地）

M5
北青山3丁目ビル

ホテルグレイスリー田町
汐留イーストサイドビル
スフィアタワー天王洲
北青山3丁目ビル

リッチモンドホテル浜松

コーナン広島中野東店（敷地）

HEPファイブ

上六Fビルディング

万代豊中豊南店（敷地）

北野阪急ビル

ラグザ大阪

1
2

1110

13

12

ポートフォリオマップ

港区
みどりの

街づくり賞

高槻城西
ショッピングセンター
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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27年5月期：平成26年12月1日～平成27年5月31日）末現在で
は23物件を保有しておりました。
　当期（平成27年11月期：平成27年6月1日～平成27年11月30日）中の物件の取得及び譲渡はありませんでしたので、
当期末現在では23物件を運用しており、資産総額は144,092百万円、発行済投資口の総口数は597,500口となっており
ます。

（2）運用の実績
　当期のわが国経済は、政府の経済政策や日銀による金融緩和策の継続を背景とした企業収益の改善等により緩やかな回
復基調を辿りました。個人消費においても、雇用・所得環境が改善する中で、全体としては底堅い動きとなりました。
　J-REIT市場においては、東証REIT指数が平成27年6月末までは堅調に推移したものの、同年7月以降はギリシャの債務
問題や中国経済の減速懸念の影響等により大幅に下落しました。その後、長期金利が低位で安定していることやオフィス
を中心とした不動産ファンダメンタルズの着実な回復状況を背景として上昇に転じ、同年10月以降、同指数は1,600から
1,700ポイントの水準を維持しております。
　不動産売買市場においては、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。こうした中で、平成27年9月に「情報共有に係る協定書」の
見直しを行い、スポンサーとの間で共有してきた不動産情報の内容や運営方法について再整理を図るとともに、ウェアハ
ウジングについての規定を加えました。
　保有する23物件の運用に際しては、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。稼働率が低迷していたスフィアタワー天王洲については、平成28年1月に1フロアの館内増床を実現しました

（第22期）。引き続き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、HEPファイブ及び難波阪神ビ
ルについては、収益増加に寄与するテナント入替えを実施しました。当期末現在のポートフォリオ全体の稼働率は98.8％

（注）と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。
　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71.5％（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。
　（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。

1 資産運用の概況
（1）投資法人の運用状況等の推移

期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

営業期間 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

自 平成26年12月 1 日
至 平成27年 5 月31日

自 平成27年 6 月 1 日
至 平成27年11月30日

営業収益 百万円 4,545 4,460 4,786 4,842 4,875
　うち賃貸事業収益 百万円 4,536 4,460 4,786 4,842 4,875
営業費用 百万円 2,732 2,710 2,857 2,903 2,913
　うち賃貸事業費用 百万円 2,353 2,305 2,433 2,459 2,471
営業利益 百万円 1,812 1,750 1,928 1,939 1,961
経常利益 百万円 1,367 1,312 1,517 1,535 1,566
当期純利益 百万円 1,366 1,311 1,515 1,534 1,565
総資産額 百万円 131,658 131,083 144,288 144,143 144,092

（対前期比） ％ （＋8.1） （△0.4） （＋10.1） （△0.1） （△0.0）
純資産額 百万円 65,682 65,627 73,175 73,193 73,224

（対前期比） ％ （＋16.6） （△0.1） （＋11.5） （＋0.0） （＋0.0）
出資総額 百万円 64,316 64,316 71,659 71,659 71,659
発行済投資口の総口数 口 105,200 105,200 119,500 597,500 597,500
1口当たり純資産額（基準価額） （注1） 円 624,354 124,766 122,468 122,499 122,552
分配金総額 百万円 1,366 1,311 1,515 1,533 1,565
1口当たり分配金額 円 12,985 12,462 12,685 2,567 2,620
　うち1口当たり利益分配金 円 12,985 12,462 12,685 2,567 2,620
　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） ％ 1.1（2.2） 1.0（2.0） 1.1（2.2） 1.1（2.1） 1.1（2.2）
純資産利益率（ROE） （注2）（注4） ％ 2.2（4.5） 2.0（4.0） 2.2（4.4） 2.1（4.2） 2.1（4.3）
自己資本比率 （注5） ％ 49.9 50.1 50.7 50.8 50.8

（対前期比増減） ％ （＋3.6） （＋0.2） （＋0.6） （＋0.1） （＋0.0）
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） ％ 47.2（48.6） 46.9（47.3） 45.9（45.4） 45.9（44.4） 45.9（43.2）
期末総資産有利子負債比率 （注7） ％ 43.2 43.4 42.9 42.9 43.0
デット・サービス・カバレッジ・レシオ（DSCR） （注8） 倍 7.0 7.3 8.2 8.3 8.7
ネット・オペレーティング・インカム（NOI） （注9）百万円 3,126 3,103 3,325 3,357 3,373
ファンズ・フロム・オペレーション（FFO） （注10）百万円 2,310 2,258 2,488 2,508 2,534

（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

17 16



Ⅰ．資産運用報告

（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7,511百万円）を有効に活用しております。また、借入れに際しては、金利動向に鑑み、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。
　当期においては返済期限が到来した借入金1,200百万円（全て長期借入金）について、9年の借入年限・変動金利にて借
換えを行い、借入コスト抑制と平均残存年数の長期化・返済期限の分散の両立を図り、安定的な財務運営を継続しました。
　当期末現在の有利子負債残高は、前期と同じく61,900百万円となりました。このうち借入金は55,900百万円（全て長
期借入金（1年内返済予定の長期借入金1,000百万円を含みます。））、投資法人債は6,000百万円（全て1年内償還予定）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43.0％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4,875百万円、営業利益1,961百万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1,566百万円、また当期純利益は1,565百万円となりました。
　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、2,620円となりました。

（3）増資等の状況
　最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額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

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）
平成26年12月 1 日 投資口分割 478,000 597,500 － 71,659 （注5）

（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いました。

【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17期 第18期 第19期（注）
（権利落前）

第19期（注）
（権利落後） 第20期 第21期

決算年月 平成25年11月 平成26年5月 平成26年11月 平成27年5月 平成27年11月
最　高 円 591,000 562,000 727,000 146,100 167,200 147,500
最　低 円 463,000 512,000 540,000 142,500 143,700 108,200

（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17期 第18期 第19期 第20期 第21期
営業期間 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

自 平成26年12月 1 日
至 平成27年 5 月31日

自 平成27年 6 月 1 日
至 平成27年11月30日

当期純利益総額 千円 1,366,043 1,311,017 1,515,868 1,534,112 1,565,338
前期繰越利益 千円 43 64 79 90 420
当期未処分利益総額 千円 1,366,086 1,311,082 1,515,948 1,534,203 1,565,759
利益留保額 千円 64 79 90 420 309
金銭の分配金総額 千円 1,366,022 1,311,002 1,515,857 1,533,782 1,565,450

（1口当たり分配金） 円 （12,985） （12,462） （12,685） （2,567） （2,620）
うち利益分配金総額 千円 1,366,022 1,311,002 1,515,857 1,533,782 1,565,450

（1口当たり利益分配金） 円 （12,985） （12,462） （12,685） （2,567） （2,620）
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
第20期

平成27年5月31日現在
第21期

平成27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 10,000,000 10,000,000
発行済投資口の総口数 口 105,200 105,200 119,500 597,500 597,500
投資主数 人 10,635 10,626 10,886 11,978 13,521

（2）投資口に関する事項
　平成27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）

発行済投資口の総口数に
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） 145,842 24.41
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 50,165 8.40
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 25,072 4.20
阪急電鉄株式会社 21,000 3.51
野村信託銀行株式会社（投信口） 17,333 2.90
株式会社池田泉州銀行 12,500 2.09
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 8,634 1.45
株式会社中京銀行 7,905 1.32
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 7,113 1.19
株式会社京都銀行 4,880 0.82

（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） 白木　義章 阪急リート投信株式会社　代表取締役社長 －（注2）
監督役員（注3） 宇多　民夫 宇多法律事務所　弁護士 3,600（注4）監督役員（注3） 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 － 9,100

（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25口所有しております。
（注2）  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3）  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4）  当期において支給した額を記載しております。

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27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（以下「不動産情報提供会社」
ということがあります。）との間で締結した情報共有等に係る協定書に基づき、物件情報の取得や、不動産情報提供会社が保
有又は開発する物件に係る優先交渉権等を活用します。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、特に稼働率が低
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、金利動向に鑑み、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、着実な成長を実現したいと考えております。更に、本投資法人及び本資産運用会社における利益相反取
引に係る厳格な検証をはじめ、コンプライアンス徹底の社会的要請に鑑み、本資産運用会社における内部統制システム及び
コンプライアンス機能の強化を引き続き図ってまいります。

（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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Ⅰ．資産運用報告

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20期
平成27年5月31日現在

第21期
平成27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 8,698 6.0 8,623 6.0
関西圏以外 3,543 2.5 3,540 2.5

事務所用途区画
関西圏 － － － －
関西圏以外 481 0.3 480 0.3

その他用途区画
関西圏 － － － －
関西圏以外 － － － －

小　計 12,723 8.8 12,644 8.8

信託不動産
（注3）

商業用途区画
関西圏 74,248 51.5 73,644 51.1
関西圏以外 8,267 5.7 8,192 5.7

事務所用途区画
関西圏 13,242 9.2 13,318 9.2
関西圏以外 22,074 15.3 21,912 15.2

その他用途区画
関西圏 － － － －
関西圏以外 1,462 1.0 1,446 1.0

小　計 119,296 82.8 118,514 82.2
預金・その他の資産（注3）（注4） 12,124 8.4 12,933 9.0

資産総額計（注5）
144,143

（132,019）
100.0

（91.6）
144,092

（131,158）
100.0

（91.0）
（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20期の預金・その他の資産には信託財産内の預金7,970百万円、第21期の預金・その他の資産には信託財産内の預金8,103百万円
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27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） 17,852 固定型マス

ターリース （C） 65,372.41
（注4）

65,372.41
（注4） 100.0 12.7 183

商業
用途
区画

汐留イースト
サイドビル 17,610 ダイレクト

リース （C） 9,286.58 9,286.58 100.0 8.4 183
事務所
用途
区画

阪急電鉄本社ビル 9,895
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 7.4 183
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） 8,668 ダイレクト

リース （C） 8,807.71 3,438.62 39.0 2.5 183
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

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 5.3 183
商業
用途
区画

北野阪急ビル 7,650

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

11.6 183
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） （18,106.58） （98.0）

高槻城西
ショッピング
センター

7,282
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 5.8 183

商業
用途
区画

デュー阪急山田 5,690 ダイレクト
リース （C） 13,027.28 13,027.28 100.0 8.0 183

商業
用途
区画

HEPファイブ
（準共有持分14％相当） 5,650

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
6.3 183

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） （2,948.92） （99.7）

合　計 96,238 － （A）と（C）の合計 380,003.13 374,634.04 98.6 73.2 － －（（B）と（C）の合計）（366,907.90）（361,158.02） （98.4）
（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）組入資産明細
①不動産等組入資産明細
　平成27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 8,372 5,650

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 6,630 7,650
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 8,160 5,690
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 7,990 7,282
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 1,620 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 1,890 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 4,240 3,779
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 7,320 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 2,160 1,493
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 23,044 17,852

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 9,210 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 2,200 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 3,350 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 3,150 2,743
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 1,540 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 4,470 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 13,600 17,610
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 11,400 9,895
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 2,740 2,676
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 8,668

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 5,380 4,346
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 2,600 3,853
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 1,840 1,740

合　計 139,638 131,158
（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20期
自 平成26年12月1日　至 平成27年5月31日

第21期
自 平成27年6月1日　至 平成27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）

1 100.0 308 6.4 1 100.0 308 6.3（133）（100.0） （130） （99.7）
北野阪急ビル 2 100.0 545 11.3 2 100.0 564 11.6（22） （97.9） （22） （98.0）
デュー阪急山田 28 100.0 389 8.1 28 100.0 391 8.0
高槻城西ショッピングセンター 1 100.0 284 5.9 1 100.0 284 5.8
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 1.4 1 100.0 68 1.4
ホテルグレイスリー田町 1 100.0 121 2.5 1 100.0 121 2.5
ららぽーと甲子園（敷地） 1 100.0 257 5.3 1 100.0 257 5.3
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 12.8 1 100.0 618 12.7

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） 1 100.0 －
（注4）

－
（注4）

コトクロス阪急河原町 1 100.0 102 2.1 1 100.0 102 2.1
ライフ下山手店（敷地） 1 100.0 －

（注4）
－

（注4） 1 100.0 －
（注4）

－
（注4）

万代五条西小路店（敷地） 1 100.0 －
（注4）

－
（注4） 1 100.0 －

（注4）
－

（注4）
汐留イーストサイドビル 6 100.0 403 8.3 6 100.0 408 8.4
阪急電鉄本社ビル 1 100.0 359 7.4 1 100.0 359 7.4
上六Fビルディング 12 100.0 134 2.8 12 100.0 137 2.8
スフィアタワー天王洲

（準共有持分33％相当） 20 39.0 115 2.4 20 39.0 120 2.5
ラグザ大阪 1 100.0 254 5.3 1 100.0 254 5.2
難波阪神ビル 1 100.0 133 2.8 1 100.0 132 2.7（20） （96.0） （20） （96.0）
北青山3丁目ビル 3 100.0 －

（注4）
－

（注4） 3 100.0 －
（注4）

－
（注4）

合　計 89 98.9 4,842 100.0 89 98.9 4,875 100.0（260） （98.7） （257） （98.8）
（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。

②再生可能エネルギー発電設備等明細
　該当事項はありません。
③公共施設等運営権等明細
　該当事項はありません。
④有価証券組入資産明細
　該当事項はありません。

（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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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11月
至 平成28年 4 月 42 － －

エレベーター更新工事 自 平成27年12月
至 平成28年 5 月 24 － －

共用部美装工事 自 平成28年 4 月
至 平成28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28年 4 月

至 平成28年 5 月 30 － －

スフィアタワー天王洲
（準共有持分33％相当）

東京都
品川区 自動火災報知設備更新工事 自 平成28年 4 月

至 平成29年 3 月 49 － －

ラグザ大阪 大阪市
福島区 中央監視設備更新工事 自 平成28年 1 月

至 平成28年 7 月 59 － －

難波阪神ビル 大阪市
中央区 1階新規入店準備工事 自 平成27年11月

至 平成28年 2 月 17 － －

（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
108百万円であり、当期費用に区分された修繕費83百万円と合わせ、192百万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 エレベーター更新工事 自 平成27年 7 月
至 平成27年11月 16

デュー阪急山田 大阪府吹田市 共用部照明器具LED化工事 自 平成27年10月
至 平成27年11月 13

阪急電鉄本社ビル 大阪市北区 照明制御設備更新工事（第2期） 自 平成27年11月
至 平成27年11月 29

その他 49
合　計 108

（3）長期修繕計画のために積立てた金銭
　各期における修繕は、期中の営業活動によるキャッシュ・フローから賄うことを原則としておりますが、各保有不動産の
エンジニアリングレポート（建物状況評価書）等に基づく積立ても、以下のとおり実施しております。

営業期間
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

第20期
自 平成26年12月 1 日
至 平成27年 5 月31日

第21期
自 平成27年 6 月 1 日
至 平成27年11月30日

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

（注）  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

項　目
第20期 第21期

自 平成26年12月 1 日
至 平成27年 5 月31日

自 平成27年 6 月 1 日
至 平成27年11月30日

資産運用報酬 千円 333,336 334,713
資産保管手数料 千円 18,437 18,422
一般事務委託手数料 千円 37,014 36,074
役員報酬 千円 3,600 3,600
会計監査人報酬 千円 8,500 9,100
その他営業費用 千円 42,527 40,645

合　計 千円 443,416 442,555

（2）借入状況
　平成27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

１
年
内
返
済
予
定
の
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

小　計 2,200 1,000 － － － － －

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 0.97091 平成29年 7 月24日

期限一括 （注2）

無担保・
無保証
変動金利

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
無担保・
無保証
固定金利

株式会社三菱東京UFJ銀行 平成24年10月31日 1,500 1,500 0.87091 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 2 月28日 1,000 1,000 1.01939 平成30年 2 月28日

無担保・
無保証
固定金利

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 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 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 1,500 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 1,400 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 1,200 1.08976 平成34年 9 月30日
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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

三菱UFJ信託銀行株式会社 平成26年 9 月30日 1,200 1,200 1.08976 平成34年 9 月30日

期限一括 （注2）

無担保・
無保証
固定金利

株式会社池田泉州銀行 平成26年 9 月30日 1,200 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 500 500 1.08976 平成34年 9 月30日
株式会社三井住友銀行 平成26年12月24日 1,500 1,500 0.98328 平成34年12月26日
みずほ信託銀行株式会社 平成26年12月24日 1,000 1,000 0.98328 平成34年12月26日
株式会社日本政策投資銀行 平成26年12月24日 500 500 0.98328 平成34年12月26日
株式会社三菱東京UFJ銀行 平成26年12月24日 500 500 0.98328 平成34年12月26日
株式会社みずほ銀行 平成26年12月24日 500 500 0.98328 平成34年12月26日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成26年12月24日 500 500 0.98328 平成34年12月26日
三井住友信託銀行株式会社 平成26年12月24日 300 300 0.98328 平成34年12月26日
株式会社池田泉州銀行 平成26年12月24日 200 200 0.98328 平成34年12月26日
株式会社三菱東京UFJ銀行 平成27年 1 月23日 2,000 2,000 0.79316 平成34年 1 月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社 平成27年 2 月27日 3,000 3,000 1.06833 平成36年 2 月29日
株式会社みずほ銀行 平成27年 2 月27日 1,400 1,400 1.06833 平成36年 2 月29日
株式会社池田泉州銀行 平成27年 2 月27日 800 800 1.06833 平成36年 2 月29日
株式会社日本政策投資銀行 平成27年 5 月15日 4,000 4,000 1.24659 平成37年 5 月30日

三井住友信託銀行株式会社 平成27年 9 月30日 － 1,200 0.52091 平成36年 9 月30日
無担保・
無保証
変動金利

小　計 53,700 54,900 － － － － －
合　計 55,900 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27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。

（5）新投資口予約権の状況
　該当事項はありません。
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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。

（1）お知らせ
　該当事項はありません。

（2）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。

（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。

（5）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

6 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
　該当事項はありません。

（4）利害関係人等との取引状況
①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 347,116
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 299,129 86.2
阪急不動産株式会社 1,011 0.3

支払賃借料 65,221

阪神電気鉄道株式会社 17,250 26.4
阪急電鉄株式会社 13,939 21.4
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 3,104 4.8
阪急不動産株式会社 497 0.8

広告宣伝費 34,723
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 34,451 99.2
株式会社阪急アドエージェンシー 175 0.5

その他賃貸事業費用 26,728 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 6,507 24.3
（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。

　　株式会社ハンシン建設 13,540千円
　　中央電設株式会社 929千円
　　アイテック阪急阪神株式会社 297千円
　　阪神園芸株式会社 152千円
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。
　　阪急設計コンサルタント株式会社 9,400千円
　　中央電設株式会社 4,330千円
　　阪急阪神ビルマネジメント株式会社 3,627千円
　　アイテック阪急阪神株式会社 559千円
　　株式会社ハンシン建設 220千円

（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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（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表

前期（ご参考）
（平成27年5月31日）

当期
（平成27年11月30日）

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 3,226,496 4,013,423
　　信託現金及び信託預金 7,970,026 8,103,792
　　営業未収入金 4,037 3,204
　　貯蔵品 2,553 2,075
　　預け金 125,847 115,974
　　前払費用 225,677 162,668
　　繰延税金資産 32 20
　　流動資産合計 11,554,672 12,401,159
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物  ※1 3,351,521  ※1 3,351,521
　　　　減価償却累計額 △1,299,918 △1,365,923
　　　　建物（純額） 2,051,603 1,985,597
　　　構築物 516,770 517,045
　　　　減価償却累計額 △288,281 △301,353
　　　　構築物（純額） 228,488 215,691
　　　工具、器具及び備品 18,017 18,017
　　　　減価償却累計額 △17,483 △17,554
　　　　工具、器具及び備品（純額） 533 463
　　　土地 9,485,600 9,485,600
　　　信託建物　  ※2 41,040,389  ※2 41,143,614
　　　　減価償却累計額 △10,787,238 △11,626,563
　　　　信託建物（純額） 30,253,150 29,517,051
　　　信託構築物 865,653 867,448
　　　　減価償却累計額 △272,648 △294,055
　　　　信託構築物（純額） 593,005 573,392
　　　信託機械及び装置　 454,555 454,555
　　　　減価償却累計額 △265,477 △283,081
　　　　信託機械及び装置（純額） 189,078 171,474
　　　信託工具、器具及び備品　 158,808 161,987
　　　　減価償却累計額 △91,469 △99,139
　　　　信託工具、器具及び備品（純額） 67,338 62,848
　　　信託土地　  ※1 88,115,620  ※1 88,115,620
　　　信託建設仮勘定 － 9,770
　　　有形固定資産合計 130,984,420 130,137,510
　　無形固定資産
　　　借地権　 957,157 957,157
　　　信託その他無形固定資産 78,185 74,072
　　　無形固定資産合計 1,035,343 1,031,230
　　投資その他の資産
　　　長期前払費用 550,282 506,568
　　　差入保証金 10,000 10,000
　　　投資その他の資産合計 560,282 516,568
　　固定資産合計 132,580,045 131,685,309
　繰延資産
　　投資法人債発行費 9,134 5,910
　　繰延資産合計 9,134 5,910
　資産合計 144,143,852 144,092,379

前期（ご参考）
（平成27年5月31日）

当期
（平成27年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金 414,259 484,533

1年内償還予定の投資法人債 － 6,000,000

1年内返済予定の長期借入金 2,200,000 1,000,000

未払配当金 12,344 10,800

未払費用 177,735 174,112

未払法人税等 1,502 1,228

未払消費税等 99,553 77,212

前受金 674,761 708,263

預り金  ※1 246,599  ※1 260,581

流動負債合計 3,826,756 8,716,732

固定負債

投資法人債 6,000,000 －

長期借入金 53,700,000 54,900,000

預り敷金及び保証金  ※1 1,338,460  ※1 1,279,585

信託預り敷金及び保証金  ※1 6,085,337  ※1 5,971,207

固定負債合計 67,123,798 62,150,792

負債合計 70,950,554 70,867,525

純資産の部

投資主資本

出資総額 71,659,094 71,659,094

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,534,203 1,565,759

剰余金合計 1,534,203 1,565,759

投資主資本合計 73,193,297 73,224,854

純資産合計  ※4 73,193,297  ※4 73,224,854

負債純資産合計 144,143,852 144,092,379

33 32



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26年12月 1 日

至 平成27年 5 月31日）

当期
（自 平成27年 6 月 1 日

至 平成27年11月30日）

営業収益
　　賃貸事業収入  ※1 4,842,637  ※1 4,875,732
　　営業収益合計 4,842,637 4,875,732
営業費用
　　賃貸事業費用  ※1 2,459,700  ※1 2,471,284
　　資産運用報酬 333,336 334,713
　　役員報酬 3,600 3,600
　　資産保管手数料 18,437 18,422
　　一般事務委託手数料 37,014 36,074
　　会計監査人報酬 8,500 9,100
　　その他営業費用 42,527 40,645
　　営業費用合計 2,903,117 2,913,839
営業利益 1,939,520 1,961,892
営業外収益
　　受取利息 994 934
　　未払分配金戻入 982 987
　　営業外収益合計 1,976 1,921
営業外費用
　　支払利息 304,248 293,541
　　融資関連費用 52,107 54,471
　　投資法人債利息 38,241 37,936
　　投資法人債発行費償却 3,223 3,223
　　その他 7,864 7,872
　　営業外費用合計 405,686 397,045
経常利益 1,535,810 1,566,768
税引前当期純利益 1,535,810 1,566,768
法人税、住民税及び事業税 1,704 1,417
法人税等調整額 △6 12
法人税等合計 1,698 1,430
当期純利益 1,534,112 1,565,338
前期繰越利益 90 420
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,534,203 1,565,759

前期（ご参考）（自 平成26年12月1日　至 平成27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 71,659,094 1,515,948 1,515,948 73,175,042 73,175,042
当期変動額

剰余金の配当 △1,515,857 △1,515,857 △1,515,857 △1,515,857
当期純利益 1,534,112 1,534,112 1,534,112 1,534,112

当期変動額合計 － 18,254 18,254 18,254 18,254
当期末残高 71,659,094 1,534,203 1,534,203 73,193,297 73,193,297

当期（自 平成27年6月1日　至 平成27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 71,659,094 1,534,203 1,534,203 73,193,297 73,193,297
当期変動額

剰余金の配当 △1,533,782 △1,533,782 △1,533,782 △1,533,782
当期純利益 1,565,338 1,565,338 1,565,338 1,565,338

当期変動額合計 － 31,556 31,556 31,556 31,556
当期末残高 71,659,094 1,565,759 1,565,759 73,224,854 73,224,854

（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26年12月 1 日　至 平成27年 5 月31日）

当期
（自 平成27年 6 月 1 日　至 平成27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ありません。

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
　　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27年 5 月31日）
当期

（平成27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 1,864,627
　　　　信託土地 3,127,561
　　　　合計 4,992,188
　　　担保を付している債務は、以下のとおりです。
　　　　預り金 98,716
　　　　預り敷金及び保証金 1,032,333
　　　　信託預り敷金及び保証金 287,699
　　　　合計 1,418,748

※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 1,802,346
　　　　信託土地 3,127,561
　　　　合計 4,929,908
　　　担保を付している債務は、以下のとおりです。
　　　　預り金 98,716
　　　　預り敷金及び保証金 985,035
　　　　信託預り敷金及び保証金 285,639
　　　　合計 1,369,390

※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（以下「信託
受託者」といいます。）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％の減額を主な請求内
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、信託受託者を通じてその旨を主張してきてお
ります。

　  　本件訴訟は係属中ですが、本投資法人は当該物件にお
ける直近の地価等の経済指標や売上指標及びホテル収支
の改善状況、並びに、本投資法人が取得した平成27年5
月1日時点の賃料鑑定の結果を踏まえ現行賃料を増額す
るべきであるとの判断に至ったことから、信託受託者を
通じて、平成27年7月1日以降の賃料につき現行賃料比
約7.3％の増額を主な請求内容とする反訴を、平成27年
7月6日付で東京地方裁判所において提起しました。

　  　当該賃料減額訴訟及び増額反訴の結果によっては、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. 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（以下「信託
受託者」といいます。）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％の減額を主な請求内
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、信託受託者を通じてその旨を主張してきてお
ります。

　  　本件訴訟は係属中ですが、本投資法人は当該物件にお
ける直近の地価等の経済指標や売上指標及びホテル収支
の改善状況、並びに、本投資法人が取得した平成27年5
月1日時点の賃料鑑定の結果を踏まえ現行賃料を増額す
るべきであるとの判断に至ったことから、信託受託者を
通じて、平成27年7月1日以降の賃料につき現行賃料比
約7.3％の増額を主な請求内容とする反訴を、平成27年
7月6日付で東京地方裁判所において提起しました。

　  　当該賃料減額訴訟及び増額反訴の結果によっては、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。

※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

※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26年12月 1 日　至 平成27年 5 月31日）
当期

（自 平成27年 6 月 1 日　至 平成27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 4,392,185
 　　水道光熱費収入 234,598
 　　その他賃貸事業収入 215,853
 　　不動産賃貸事業収益合計 4,842,637
　B. 不動産賃貸事業費用
 　賃貸事業費用
 　　委託管理料 348,818
 　　水道光熱費 335,462
 　　支払賃借料 65,120
 　　広告宣伝費 41,462
 　　修繕費 90,306
 　　損害保険料 15,623
 　　公租公課 555,558
 　　減価償却費 974,073
 　　その他賃貸事業費用 33,276
 　　不動産賃貸事業費用合計 2,459,700
　C. 不動産賃貸事業損益（A－B） 2,382,936

※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 4,379,483
 　　水道光熱費収入 266,058
 　　その他賃貸事業収入 230,190
 　　不動産賃貸事業収益合計 4,875,732
　B. 不動産賃貸事業費用
 　賃貸事業費用
 　　委託管理料 347,116
 　　水道光熱費 359,597
 　　支払賃借料 65,221
 　　広告宣伝費 34,723
 　　修繕費 83,934
 　　損害保険料 15,769
 　　公租公課 568,926
 　　減価償却費 969,266
 　　その他賃貸事業費用 26,728
 　　不動産賃貸事業費用合計 2,471,284
　C. 不動産賃貸事業損益（A－B） 2,404,448

〔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26年12月 1 日　至 平成27年 5 月31日）
当期

（自 平成27年 6 月 1 日　至 平成27年11月30日）
1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
 発行可能投資口総口数 10,000,000口
 発行済投資口の総口数 597,500口

1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
 発行可能投資口総口数 10,000,000口
 発行済投資口の総口数 597,500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26年12月1日　至 平成27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27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 3,226,496 3,226,496 －
（2）信託現金及び信託預金 7,970,026 7,970,026 －
資産合計 11,196,523 11,196,523 －

（3）1年内返済予定の長期借入金 2,200,000 2,202,988 2,988
（4）預り金 246,599 245,981 △617
（5）投資法人債 6,000,000 6,076,800 76,800
（6）長期借入金 53,700,000 54,258,392 558,392
（7）預り敷金及び保証金 638,603 610,721 △27,881
（8）信託預り敷金及び保証金 197,584 156,532 △41,051
負債合計 62,982,787 63,551,417 568,630

（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
　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。

（3）1年内返済予定の長期借入金（6）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。

（4）預り金（7）預り敷金及び保証金（8）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。
（5）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の貸借対照表計上額
 （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 5,887,752

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 3,226,496 － － － － －
信託現金及び信託預金 7,970,026 － － － － －
合計 11,196,523 － － － － －

（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 2,200,000 － 9,000,000 7,000,000 5,500,000 32,200,000
合計 2,200,000 6,000,000 9,000,000 7,000,000 5,500,000 32,200,000

当期（自 平成27年6月1日　至 平成27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、積極的な運用益の獲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27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 4,013,423 4,013,423 －
（2）信託現金及び信託預金 8,103,792 8,103,792 －
資産合計 12,117,215 12,117,215 －

（3）1年内償還予定の投資法人債 6,000,000 6,049,800 49,800
（4）1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,000,416 416
（5）預り金 260,581 260,065 △516
（6）長期借入金 54,900,000 55,732,090 832,090
（7）預り敷金及び保証金 591,305 569,578 △21,726
（8）信託預り敷金及び保証金 195,524 157,613 △37,911
負債合計 62,947,411 63,769,562 822,151

（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
　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（6）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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Ⅴ．注記表

（5）預り金（7）預り敷金及び保証金（8）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。
（3）1年内償還予定の投資法人債
　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の貸借対照表計上額
 （単位：千円）

区分 貸借対照表計上額
預り敷金及び保証金 688,280
信託預り敷金及び保証金 5,775,682

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 4,013,423 － － － － －
信託現金及び信託預金 8,103,792 － － － － －
合計 12,117,215 － － － － －

（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 1,000,000 7,000,000 3,000,000 11,500,000 5,000,000 28,400,000
合計 7,000,000 7,000,000 3,000,000 11,500,000 5,000,000 28,400,000

〔税効果会計に関する注記〕

前期（ご参考）
（平成27年 5 月31日）

当期
（平成27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 32
　　繰延税金資産合計 32
　　繰延税金資産の純額 32

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 34.10
　（調整） 
　　支払分配金の損金算入額 △34.05
　　その他 0.06
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.11

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27年法律第
9号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1
日以後に開始する営業期間から法人税率の引下げが行わ
れることになりました。これに伴い、平成27年11月期

（第21期）以降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34.10％から32.27％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 20
　　繰延税金資産合計 20
　　繰延税金資産の純額 20

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 32.27
　（調整） 
　　支払分配金の損金算入額 △32.24
　　その他 0.06
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.09

〔賃貸等不動産に関する注記〕
前期（ご参考）（自 平成26年12月1日　至 平成27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保有しております。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

132,680,269 △660,505 132,019,763 136,764,000
（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

4,842,637 2,459,700 2,382,936
（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27年6月1日　至 平成27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保有しております。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

132,019,763 △860,792 131,158,971 139,638,000
（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

4,875,732 2,471,284 2,404,448
（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。
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Ⅴ．注記表

〔関連当事者との取引に関する注記〕
前期（ご参考）

（自 平成26年12月 1 日　至 平成27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 3.51 賃貸収入 1,211,817 － －

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 299,160 営業未払金 58,201

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行
株式会社 信託銀行業 －

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

長期借入金 1,000,000

長期借入金の借入 3,500,000 長期借入金 10,700,000
支払利息 60,474 未払費用 31,646

（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。

当期
（自 平成27年 6 月 1 日　至 平成27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 賃貸収入 1,211,817 － －

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 302,756 営業未払金 61,992

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
長期借入金の返済 － 1年内返済予定の

長期借入金 1,000,000

長期借入金の借入 － 長期借入金 10,700,000
支払利息 61,933 未払費用 31,379

（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。

〔1口当たり情報に関する注記〕
前期（ご参考）

（自 平成26年12月 1 日　至 平成27年 5 月31日）
当期

（自 平成27年 6 月 1 日　至 平成27年11月30日）
（単位：円）

1口当たり純資産額 122,499
1口当たり当期純利益 2,567

（単位：円）
1口当たり純資産額 122,552
1口当たり当期純利益 2,619

（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）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26年12月 1 日　至 平成27年 5 月31日）
当期

（自 平成27年 6 月 1 日　至 平成27年11月30日）
当期純利益（千円） 1,534,112 1,565,338
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） 1,534,112 1,565,338
期中平均投資口数（口） 597,500 597,500

〔重要な後発事象に関する注記〕
前期（ご参考）（自 平成26年12月1日　至 平成27年5月31日）
　該当事項はありません。

当期（自 平成27年6月1日　至 平成27年11月30日）
　該当事項はありません。
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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26年12月 1 日

至 平成27年 5 月31日）

当期
（自 平成27年 6 月 1 日

至 平成27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）
1,534,203,161
1,533,782,500

（2,567）
420,661

（単位：円）
1,565,759,303
1,565,450,000

（2,620）
309,303

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
額で発行済投資口の総口数597,500口の
整数倍の最大値となる1,533,782,500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。

　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
額で発行済投資口の総口数597,500口の
整数倍の最大値となる1,565,450,000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26年12月 1 日
至 平成27年 5 月31日）

当期
（自 平成27年 6 月 1 日

至 平成27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26年12月 1 日
至 平成27年 5 月31日）

当期
（自 平成27年 6 月 1 日

至 平成27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27年5月31日現在）

（単位：千円）
　現金及び預金 3,226,496
　信託現金及び信託預金 7,970,026
　現金及び現金同等物 11,196,523

※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27年11月30日現在）
（単位：千円）

　現金及び預金 4,013,423
　信託現金及び信託預金 8,103,792
　現金及び現金同等物 12,117,215

キャッシュ・フロー計算書（参考情報）
（単位：千円）

前期
（自 平成26年12月 1 日

至 平成27年 5 月31日）

当期
（自 平成27年 6 月 1 日

至 平成27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 1,535,810 1,566,768
減価償却費 974,166 969,266
投資法人債発行費償却 3,223 3,223
固定資産除却損 668 －
受取利息 △994 △934
未払分配金戻入 △982 △987
支払利息 342,490 331,477
営業未収入金の増減額（△は増加） 2,045 833
貯蔵品の増減額（△は増加） △1,752 △112
預け金の増減額（△は増加） △13,033 9,873
前払費用の増減額（△は増加） △302,039 106,722
営業未払金の増減額（△は減少） △92,189 126,393
未払費用の増減額（△は減少） 2,045 172
未払消費税等の増減額（△は減少） 68,419 △22,341
前受金の増減額（△は減少） △29,002 33,501
預り金の増減額（△は減少） 399 △157
小計 2,489,276 3,123,700
利息の受取額 994 934
利息の支払額 △310,834 △335,272
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,557 △1,692
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,177,878 2,787,669

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 △313,383 △173,773
預り敷金及び保証金の返還による支出 △191,068 △217,685
預り敷金及び保証金の受入による収入 53,712 58,819
投資活動によるキャッシュ・フロー △450,740 △332,638

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出 △5,000,000 －
長期借入れによる収入 16,200,000 1,200,000
長期借入金の返済による支出 △11,200,000 △1,200,000
分配金の支払額 △1,515,970 △1,534,338
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,515,970 △1,534,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 211,167 920,692
現金及び現金同等物の期首残高 10,985,355 11,196,523
現金及び現金同等物の期末残高  ※1 11,196,523  ※1 12,117,215
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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情報共有等に係る協定書
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

：〒530-0013　大阪市北区茶屋町19番19号　アプローズタワー19階
　06-6376-6821（代表）
：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

●

●

●

●

所 在 地

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）、各部室部室
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 経営企画部投資企画室 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27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27年
11月末

平成27年
5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

時 価 総 額
最 高 価 格
最 低 価 格

： 76,480百万円 （平成27年11月30日現在）
： 276,000円
： 65,000円

投資口価格（円）

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

売買高（口） 投資口価格（円）

0

（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。

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

75,000

80,000

0 20 40 60 80 100
（%）

所有者別投資口数
合計 597,500口

所有者別投資主数
合計 13,521人

個人・その他
156,966口（26.27%）

外国法人等・個人
35,739口（5.98%）

その他の国内法人
55,345口（9.26%）

金融機関（証券会社含む）
349,450口（58.49%）

個人・その他
13,090人（96.81%）

外国法人等・個人
103人（0.76%）

その他の国内法人
223人（1.65%）

金融機関（証券会社含む）
105人（0.78%）

投資主インフォメーション
投資法人の仕組み

資産運用会社（阪急リート投信株式会社）の概要

　投資口価格の推移

　投資主の構成（平成27年11月30日時点）

投資口の状況
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■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

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

 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）

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

投資主インフォメーション
決算スケジュール

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、銀行振込のご指定等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。

分配金の受取について

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、右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

住所、氏名、届出印等の変更手続きについて

投資主メモ

投資口に関する「マイナンバー制度」のご案内
市区町村から通知されたマイナンバーは、投資口の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、投資主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

法令に定められたとおり、支払調書には投資主様のマイ
ナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

投資口関係業務におけるマイナンバーの利用 【マイナンバーのお届出に関する問合せ先】
■ 証券口座にて投資口を管理されている投資主様

➡ お取引の証券会社までお問合せ下さい。
■ 証券会社とのお取引がない投資主様

➡ 下記フリーダイヤルまでお問合せ下さい。
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

（0120-094-777）

＊配当金に関する支払調書支払調書

第20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
賜り、ありがとうございました。以下に、主な集計結果をご報告申し上げます。

　第20期の活動実績に関しては、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）より取得したDBJ Green Building認証（「阪急西
宮ガーデンズ」においてJ-REIT保有の商業施設で初となる「5つ星」を取得）等について高い評価をいただきました。
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。

第20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 1.4%未記入 1.5% 30〜39歳 5.3%

40〜49歳
12.1%

50〜59歳
16.0%

60〜69歳
27.9%

70歳以上
35.7%

J-REITの投資先銘柄を選定する際に
重視するポイント（上位5項目）

本投資法人のIR活動で特に重視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20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

投資口価格の値上がり期待
スポンサーの信頼性

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

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

安定した財務内容

40.2％

31.8％

77.1％

43.7％88.8％

37.9％48.6％

26.9％

26.2％
23.4％

34.6％

16.3％

27.6％

26.2％

13.0％ 48.3％ 30.9％ 3.2％ 3.6％

11.9％ 55.2％ 26.4％ 2.2％ 3.8％

10.7％ 57.2％ 25.7％ 1.7％ 4.5％

4.6％ 53.9％ 25.3％ 11.6％ 3.4％

2.1％ 30.2％ 55.9％ 4.3％ 6.7％

投資口分割（5分割）の実施
1.0％

■  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%

ホテル投資割合の上限を原則として
10%から20%へ引き上げ

リファイナンス

分配金実績

IR活動実績

0.5％

0.2％

1.2％

0.7％

15.3％ 53.9％ 25.1％ 0.5％ 5.0％DBJ Green Building 認証の取得
0.2％

●第20期投資主　11,978名
●回答者数：2,214名
　回答率：18.5％
●回答者性別：男性  71.3%
　　　　　　　女性  24.9%
　　　　　　　未記入 3.8%

34.4％
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