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営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

■第2期決算ハイライト

確定 予想

2,324円 2,415円

2020年2月期 2020年8月期 2021年2月期
第2期 第3期 第4期

■1口当たり分配金

資産規模
（取得価格総額）

物件数

434億円 673億円

8物件 1 1 物件

第1期 第2期

■ポートフォリオ・サマリー

2020年2月末日時点2019年8月末日時点

80% 程度 70% 以上

■都心オフィスビルを中心とした良質なポートフォリオ
■サンケイビルグループの開発・運営管理機能を活かした成長戦略

本投資法人の特徴

投資方針

オフィスビル 東京圏・大阪市・
名古屋市

20% 程度サブアセット※ 30% 以下
政令指定都市（上記を除く）、
中核市及び地方主要都市

1,166百万円 1,069百万円 1,068百万円1,933百万円

2,995円
　投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素はサンケイリアルエステート投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　本投資法人は、本年3月に東京証券取引所不動産投資信託証券市場への上場１周年を迎え、第2期（2020年2月期）
の決算をご報告できることとなりました。これもひとえに投資主の皆様のご支援の賜物と、衷心より感謝申し上げます。

　本投資法人は、大都市圏（東京圏・大阪市・名古屋市）を中心に、「オフィスビル」を主たる投資対象としています。また、
収益の安定性と成長性を兼ね備えた強固なポートフォリオを構築することを目的として、「オフィスビル」と異なる特性を有
し、かつポートフォリオ収益の安定性に資する用途を総称して「サブアセット」と位置付け、従たる投資対象として一定の割
合を目安に投資しています。

　本投資法人は、かかる投資方針に基づき、引き続き、外部成長面ではフジ・メディア・ホールディングスの「都市開発・観
光」事業を担うサンケイビル（スポンサー）グループとの間で「資産循環型ビジネスモデル」を推進し、内部成長面ではス
ポンサーグループが保持する運営管理等のプラットフォームを最大活用することにより、運用資産の規模拡大と中長期的
な収益の維持向上に努め、投資主価値の最大化を目指してまいります。

　第2期は、「オフィスビル」3物件及び「サブアセット」1物件を取得し、クォリティを維持したポートフォリオをもって、資産
規模（取得価格ベース）を第１期末対比、約1.6倍の673億円に拡大しました。また、一口当たりの分配金は、予想対比
11.4％増の一口当たり2,995円を分配することができました。

　足元の外部環境は、新型コロナウイルス感染症の影響が世界的に拡大を続け、
国内外の経済及び金融資本市場に与える影響についても留意すべき状況となっ
ていますが、今後の情勢を見極めながら、本投資法人が描く成長戦略を着実に実行
し、投資主価値の最大化を目指し鋭意努めてまいります。

　投資主の皆様におかれましては、今後とも末永くご支援、ご鞭撻を賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。

投資主の皆様へ

サンケイリアルエステート投資法人　執行役員
株式会社サンケイビル・アセットマネジメント　代表取締役社長

太田 裕一

※ 「サブアセット」とは、循環的な不動産市場に対応できる収益の安定性と成長性を兼ね備えた強固なポートフォリオを構築することを目的として取得する、「オフィスビ
ル」とは異なる特性を有し、かつポートフォリオ収益の安定性に資する用途の不動産をいいます。
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外 部 成 長

■主な取得資産

品川シーサイドTSタワー （建物区分所有権等の準共有持分25％）A-8

1.	 大型再開発により誕生した、高層オフィスビル
群や大型商業施設からなる「品川シーサイド
フォレスト」に所在

2.	りんかい線「品川シーサイド」駅徒歩1分で「渋
谷」駅へ約15分のダイレクトアクセスが可能、
京急本線にて「羽田空港」や「品川」駅へのア
クセスも良好

取得価格 10,040 百万円

所在地 東京都品川区

敷地面積 17,386.11 ㎡

延床面積 52,977.73 ㎡

建築時期 2003年7月

品川シーサイド
TSタワー
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鮫洲運動公園鮫洲運動公園

ホテルサンルート
品川シーサイド

イトーヨーカドー

ハートン
ホテル
東品川

大井町駅

青物横丁駅
品川シーサイド駅

鮫洲駅

東
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東急大井町線

りんかい線りんかい線

ブリーゼタワー （オフィス部分の建物区分所有権等の準共有持分15％）（追加取得分）A-2

1.	関西を代表するビジネス街である梅田エリアに
立地

2.「環境との共生」を理念に開発した環境配慮型
ビル

3.	1952年に開館した大阪の劇場「サンケイホー
ル」のDNAを受け継ぐ「サンケイホールブリー
ゼ」を備えた情報発信地

取得価格 4,500 百万円

所在地 大阪市北区

敷地面積 4,676.08 ㎡

延床面積 82,718.17 ㎡

建築時期 2008年7月

大阪駅
梅田駅

北新地駅

西梅田駅

梅田駅
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阪急百貨店

大丸

阪神百貨店

大阪駅前第1ビル

ザ・リッツ・
カールトン大阪

ハービスENT

ヒルトン大阪
ヒルトンプラザ

WEST

ザ・リッツ・
カールトン大阪

ヒルトン大阪

大丸

阪急百貨店

ハービスENT

北新地駅 東西線

大阪駅前第1ビルブリーゼタワー四
つ
橋
線

四
つ
橋
線

四
つ
橋
線

決議日 2019年8月6日

条件決定日 2019年8月21日

払込期日 2019年9月2日

募集投資口数 117,200口  （第三者割当5,581口（上限）含む）

発行済投資口数 356,800口※

発行価格 118,734円/口

発行価額 114,471円/口

発行価額総額 約128億円

■公募増資の概要

※ グリーンシューオプションの行使に伴い、第三者割当増資による5,581口は全て発行され、その結果発行済投資口数は356,800口となりました。

※ 各期末を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された直接還元法における運営純収益を基準として、各物件の取得価格に基づく加重平均を記載しています。

公募増資による調達資金及び借入金により、2019年9月3日に4物件（内追加取得1物件）を23,930百万円で取得しました。
第1期（2019年8月期） 第2期（2020年2月期）

物件数 8物件 11物件

資産規模（取得価格総額） 約434億円 約673億円

1物件当たり取得価格 約54億円 約61億円

平均鑑定NOI利回り※ 4.2％ 4.2％

平均稼働率 100.0％ 100.0％

ポートフォリオPML値 1.6％ 1.6％

用途別比率
（取得価格ベース）

エリア別比率
（取得価格ベース）

ポートフォリオの変化と特徴

■ポートフォリオの特徴 （第2期末時点）

■ポートフォリオの変化

※1．各保有物件の取得価格に基づいて計算しています（小数第2位を四捨五入）。
※2．各保有物件の取得価格に基づく加重平均を記載しています（小数第2位を四捨五入）。

近 新 大最寄駅徒歩分数別割合※1 築年数別割合※1 基準階面積別割合※1

 （オフィスビル）

平均※2

2.6分

平均※2

16.2年

平均※2

309.9坪

3分以内
81.4％

5分超 5.6％ 30年超 7.4％3分超
5分以内
13.0％

15年超
30年以内
40.9％

15年以内
51.7％

400坪以上
47.2％

300坪以上
400坪未満
9.9％

200坪以上
300坪未満
16.1％

200坪未満
26.8％

■オフィスビル 79.4%
■サブアセット 20.6%

■オフィスビル 80.8%
■サブアセット 19.2%

■東京23区 80.2%
■大阪市 19.8%
■その他 -

■東京23区 74.6%
■大阪市 19.5%
■その他 5.9%

32



内 部 成 長
■オフィスビル※1テナントの賃料改定実績 （賃貸面積ベース）
（2019年9月1日から2020年2月末日までの間に締結した賃貸借契約を対象（新規入替えを含む））

2020年3月12日に返済期限を迎えた43億円の短期借入金（変動金利）について長期借入金（期間4.5年、固定金利）への借
換えを行いました。

財 務 状 況

■財務ハイライト（2020年3月12日時点）

有利子負債残高 339.5億円
L 　　T 　　V ※1 44.6%
長期負債比率※2 84.5%
固 定 金 利 比 率 67.1%
平均調達金利※3 0.34%
平 均 残 存 期 間 2.8年

※1.「LTV」は、有利子負債合計÷総資産をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
※2.「長期負債比率」算出の際の「長期負債」には、1年以内返済予定の長期借入金を含みません。
※3.｢平均調達金利｣は、2020年3月12日時点の適用金利の平均です。支払利息ベースで計算しており､アレンジメントフィー等の融資関連費用は含みません。

■有利子負債の返済期限の分散状況 （2020年3月12日時点）

■調達先の金融機関 （2020年3月12日時点）■固定金利比率及び平均残存期間の推移

りそな銀行
2,780百万円

新生銀行
2,780百万円

三井住友信託銀行
3,200百万円

みずほ信託銀行
3,540百万円

日本政策投資銀行
5,600百万円

三井住友銀行
6,652百万円

みずほ銀行
9,404百万円
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（百万円）
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4,800

5,600
5,900

3,700

5,900

3,300

4,300

短期借入金 長期借入金

当期における賃料改定は、相当な増額率での実績を収めております。

■賃料ギャップ※ （基準階を対象）

本投資法人は、賃料ギャップのマイナス幅が大きいほど、内部成長余地があると捉えています。

オフィスビル9物件

（賃料総額ベース/加重平均値）

▲14.4%
2019年9月末日時点

▲15.9%
2020年3月末日時点

※ 「賃料ギャップ」とは、本投資法人が保有するオフィスビル・ポートフォリオの平均賃料と、シービーアールイー株式会社作成のマーケットレポートに記載された新規想 
　 定成約賃料（基準階）に基づいて算出されたマーケット賃料との差額を、マーケット賃料で除して算出した数値をいいます。

（2020年3月12日）（2020年2月29日）
借換後第2期末

2.3年

54.5%
2.8年

67.1%平均残存期間
固定金利比率

維持31.4％※3

減額0.1％※3

増額68.5％※3

賃料増額改定における増額率※4増額※4

20件/約2,155坪※2

+27.4%

+27.1%
+20.0%

更改・更新
18件/約2,026坪※2

（割合※5 94.0％）

増額改定の内訳

新規入替え
2件/約128坪※2

（割合※5 6.0％）

※1.第2期 運用資産のうち、オフィスビル（9物件）を対象としています。
※2.本投資法人の持分考慮後の運用資産に係る賃貸面積（小数第1位を切捨て）です。
※3.賃料改定（新規入替えを含む）のあったテナントに係る賃貸面積（約3,144坪）を100％とした割合です。
※4.フリーレント・レントホリデーを考慮した実質賃料を基準としています。
※5.賃料改定（新規入替えを含む）のあったテナントのうち、増額改定したテナントに係る賃貸面積（約2,155坪）を100%とした割合です。

賃料改定 ： オフィスビル6物件、24テナント (賃貸面積約3,144坪※2)

■契約更改・更新状況と予定 （2020年3月末日時点）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

契約更改・更新（予定）面積（総賃貸面積に占める割合）（坪） 4,969
（34.3％）

1,495
（10.3％）

1,906
（13.2％）

2021年2月期（第4期）2020年8月期（第3期）2020年2月期（第2期）

54



E S G へ の 取 り 組 み

持 投 資 口 制 度 の 導 入
資産運用会社及びスポンサーである株式会社サンケイビルの役員及び従業員に本投資法人の投資口を取得する機
会を提供することで、本投資法人の投資主との利害一致による中長期的な本投資法人の投資主価値の向上、並びに
資産運用会社及びスポンサーの従業員の福利厚生の増進を図ります。なお、2019年11月より投資口の購入が開始
されております。

羽田空港

東京スカイツリー

秋葉原駅

新宿駅

池袋駅

上野駅上野駅

舞浜駅舞浜駅

東京駅

品川駅

渋谷駅

新木場駅新木場駅

大手町駅大手町駅

有楽町駅有楽町駅 八丁堀駅八丁堀駅

東陽町駅東陽町駅

錦糸町駅錦糸町駅

大森駅大森駅

高円寺駅高円寺駅

下北沢駅下北沢駅

自由が丘駅自由が丘駅

武蔵小杉駅武蔵小杉駅

目黒駅目黒駅

日本橋駅日本橋駅
皇居皇居新宿御苑新宿御苑

東京ビッグサイト東京ビッグサイト

レインボーブリッジ

レインボーブリッジ

豊洲市場豊洲市場

東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート

東京広域マップ

大丸
大阪駅 梅田駅

北新地駅

東梅田駅

西梅田駅

大阪梅田駅
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本線
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線

東西線
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線
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線
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阪急百貨店

グランフロント大阪

ヨドバシカメラ

阪神百貨店

大阪駅前第1ビル

ザ・リッツ・
カールトン大阪

ハービスENT

ヒルトン大阪
ヒルトンプラザ

WEST

A-2

広島県庁

広島市役所

原爆ドーム

パルコ

JR広島病院

三越
福屋

広島城

縮景園

広島市現代美術館

広島平和記念資料館

広島県庁

広島市役所

原爆ドーム

パルコ

JR広島病院

三越
福屋

広島城

縮景園

広島市現代美術館

広島平和記念資料館

広島駅

八丁堀電停

城南通り

駅前
通り

平和大通り

山
陽
本
線

山
陽
新
幹
線

広電本線

広電
皆実
線

広
電
白
島
線

ア
ス
ト
ラ
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イ
ン
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B-2

大阪市内マップ 広島市内マップ

ポ ー ト フ ォ リ オ マ ッ プ

CO2排出量削減・環境意識向上活動として千代田区が
積極的に取り組んでいる事業に賛同し、社会貢献活動と
して、東京サンケイビルには千代田区のコミュニティサ
イクルサービスのポートを設置しています。

エネルギー消費量削減の観点から照明のLED化・人感
センサー・明暗センサーの設置を推進しています。また、
二酸化炭素（CO2）排出量削減に寄与する壁面・屋上緑
化に取り組んでいます（写真はブリーゼタワー）。

■Environment（環境）

日本有数のオフィス街である大手町の中心に所在する
東京サンケイビルのイベント広場「フラット」は、オブジェ
「イリアッド・ジャパン」とともに地域のランドマークと
なっています。各種イベントの開催やランチタイムの
キッチンカーはテナントの皆様はもとより、周辺の皆様
にも憩いを提供しています。

■Social（社会）

■Governance（内部統制）
●	本投資法人において利害関係人との物件売買を行う場合、外部構成員を含むコンプライアンス委員会及び投資委
員会による承認、並びに本投資法人役員会による承認（必要な場合）を条件としています。

●	本投資法人の資産運用会社である株式会社サンケイビル・アセットマネジメントにおいては、事業継続計画（BCP）を
策定し、事業活動に甚大な影響を及ぼす災害・事故等が発生した場合、被害軽減と事業継続に向けて、自らのみなら
ず、スポンサーグループ、関係者及び関係機関とともに適切に対応することで、資産運用業務の安定化、顧客への信
頼確保に努めます。
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東京サンケイビル 東陽パークビルA-1 A-7

東京都千代田区
（共有持分2%） 東京都江東区

ブリーゼタワー 品川シーサイドTSタワーA-2 A-8

大阪市北区 東京都品川区
（	オフィス部分の建物区分所有権等の準共有持分45%） （建物区分所有権等の準共有持分25%）

大森パークビルA-9

東京都大田区
S-GATE日本橋本町A-3

東京都中央区
（共有持分51%）

S-GATE秋葉原A-4

東京都千代田区
日比谷サンケイビルA-5

東京都千代田区

八丁堀サンケイビルA-6

東京都中央区

ホテルインターゲート東京	
京橋

B-1

東京都中央区

B-2 ホテルインターゲート広島
広島市中区

P O R T F O L I O  O V E R V I E W

物 件 一 覧
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(2) 当期の資産の運用の経過

①本投資法人の主な推移
　本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」とい
います。）に基づき、株式会社サンケイビル・アセットマネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人と
して、2018年11月19日に出資金100百万円（1,000口）で設立され、2018年12月17日に投信法第187条に基づく関東財務局
への登録が完了しました（登録番号 関東財務局長 第140号）。その後、本投資法人は、2019年3月12日に株式会社東京証券取
引所（以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場しました（銘柄コード2972）。
　当期においては、2019年9月2日を払込期日として上場後初回となる公募による新投資口（111,619口）の発行及び2019年
9月26日を払込期日として当該公募増資に伴う第三者割当による新投資口（5,581口）の発行を実施しました。これらの結果、
当期末日（2020年2月29日）現在における発行済投資口の総口数は、356,800口となっています。

②運用環境
　当期（2020年２月期）における日本経済は、輸出が弱含み、製造業を中心に弱さが増した状態が続いており、雇用情勢・所
得環境の改善が続く一方で、個人消費には消費増税前の駆け込み需要の反動減もみられました。海外においては、米国及び中国
の通商問題において進展がみられた一方、英国のEU離脱後の展開や中国経済の先行き等不透明な要素を残しており、経済動向に
留意を必要とする環境となりました。また、本年１月以降当期末にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響が世界的に拡大を
続け、国内外の経済及び金融資本市場に与える影響についても留意すべき状況となりました。
　このような経済環境下で、本投資法人が主たる投資対象としているオフィスビル市場については、本投資法人の保有資産が所
在する東京及び大阪において、堅調な企業業績に伴う需要の継続により賃料は継続的に上昇し、空室率も低水準で推移しました。
本投資法人がサブアセットとして投資を行うホテル市場については、本年１月まで訪日外国人旅行者数が概ね前年と同等の水準
で推移する等堅調でありましたが、２月は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い海外旅行を控える傾向が高まり、訪日外国人
旅行者数は大きく減少する結果となりました。なお、本投資法人の保有するホテル２物件につきましても稼働率に影響が出てき
ているものの、当期において現行契約に基づく固定賃料を従来通り確保しております。

③運用実績
　本投資法人は、上場後初回となる公募増資により12,777百万円の資金調達を行い、公募増資による調達資金及び借入金により
2019年9月3日に4物件（内追加取得1物件）を取得価格（注1）合計23,930百万円で取得しました。この結果、本投資法人の当
期末日現在のポートフォリオは、物件数11物件、資産規模（取得価格合計）67,325百万円となりました。
　なお、当期末日現在における保有11物件の稼働率（注2）は100.0％と堅調に推移しました。また、本投資法人の保有するホ
テル2物件につきましては、本年2月より新型コロナウイルス感染症拡大の影響が出てきているものの、現時点において現行契約
に基づく固定賃料を従来通り確保しております。
（注1）「取得価格」は、各取得済資産に係る売買契約に記載された各不動産及び信託受益権の売買代金を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、売買

代金には消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。以下同じです。
（注2）「稼働率」は、総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を示しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。なお、総賃貸可能面積及び総

賃貸面積は、各保有物件の本投資法人の持分に相当する面積よりそれぞれ合計を算出しています。

④資金調達の概要
（エクイティ・ファイナンス）
　当期においては、2019年9月2日を払込期日として上場後初回となる公募による新投資口（111,619口）の発行を実施し、
12,777百万円の資金を調達しました。また、2019年9月26日を払込期日として上記公募増資に伴う第三者割当による新投資
口（5,581口）の発行を実施し、638百万円の資金を調達しました。この結果、当期末日現在における出資総額は、36,540百
万円となりました。
（デット・ファイナンス）
　当期においては、物件の取得に合わせて2019年9月3日付で株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャー
としたシンジケートローンにより、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、みずほ信託銀
行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行から12,856百万円の借入れを行いまし
た。
　また、上記第三者割当増資の手取金を返済資金として2019年10月7日付で600百万円、及び本投資法人が2019年3月12日
に取得した物件に係る消費税還付金を返済資金として2019年12月23日付で613百万円の期限前弁済を各々行いました。こ
れらの結果、当期末日現在における借入金残高は33,956百万円となり、総資産のうち有利子負債が占める割合（以下「LTV」
といいます。）は44.6％となりました。
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Ⅰ．資産運用報告

1資産運用の概況
(1) 投資法人の運用状況等の推移

期　別 第1期 第2期
決算年月 2019年8月 2020年2月

営業収益 百万円 1,157 1,933
　（うち不動産賃貸事業収益） 百万円 （1,157） （1,933）
営業費用 百万円 457 767
　（うち不動産賃貸事業費用） 百万円 （315） （577）
営業利益 百万円 699 1,166
経常利益 百万円 336 1,069
当期純利益 百万円 335 1,068
出資総額 百万円 23,124 36,540
発行済投資口の総口数 口 239,600 356,800
純資産額 百万円 23,460 37,609
　（対前期比） ％ （－） （＋60.3）
総資産額 百万円 48,718 76,186
　（対前期比） ％ （－） （＋56.4）
有利子負債総額 百万円 22,313 33,956
1口当たり純資産額（注4） 円 97,913 105,408
1口当たり当期純利益（注3） 円 2,312 3,007
分配金総額 百万円 335 1,068
1口当たり分配金額 円 1,399 2,995
　（うち1口当たり利益分配金） 円 （1,399） （2,995）
　（うち1口当たり利益超過分配金） 円 （－） （－）
総資産経常利益率（注4） ％ 0.7 1.7
　（年換算値）（注5） ％ （1.4） （3.4）
自己資本利益率（注4） ％ 1.5 3.5
　（年換算値）（注5） ％ （2.9） （7.0）
自己資本比率（注4） ％ 48.2 49.4
　（対前期増減） ％ （－） （＋1.2）
配当性向（注4） ％ 100.0 100.0
［その他参考情報］
当期運用日数（注1） 日 173 182
期末投資物件数 件 8 11
減価償却費 百万円 123 215
資本的支出額 百万円 25 69
賃貸NOI（Net Operating Income）（注4） 百万円 966 1,571
FFO（Funds from Operation）（注4） 百万円 459 1,284
1口当たりFFO（注4） 円 1,916 3,600
期末総資産有利子負債比率（LTV）（注4） ％ 45.8 44.6

（注1）サンケイリアルエステート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）における第1期の計算期間は2018年11月19日から2019年8月31日までの286
日間ですが、実質的な資産運用期間の日数は2019年3月12日からの173日間です。

（注2）営業収益等には消費税等は含まれていません。
（注3）1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数による加重平均投資口数（第1期144,970口、第2期355,420口）で除することにより算定しています。また、

第1期について、実際に運用を開始した日である2019年3月12日時点を期首とみなして、日数による加重平均投資口数（237,695口）により算出した1口
当たり当期純利益は1,410円です。

（注4）記載した指標は以下の算定式により算出しています。なお、第1期は2019年3月12日より実質的に運用を開始しており、総資産経常利益率及び自己資本利
益率は、2019年3月12日を期首とみなして計算しています。
1口当たり純資産額 純資産額÷発行済投資口の総口数
総資産経常利益率 経常利益÷｛（期首総資産額＋期末総資産額）÷2｝×100
自己資本利益率 当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷2｝×100
自己資本比率 期末純資産額÷期末総資産額×100

配当性向
第1期及び第2期の配当性向については、期中に新投資口の発行を行ったことにより、期中の投資口数に変動
が生じているため、次の算定式により算出しています。
分配金総額（利益超過分配金を含まない）÷当期純利益×100

賃貸NOI（Net Operating Income） 不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費
FFO（Funds from Operation） 当期純利益＋減価償却費－不動産等売却損益
1口当たりFFO FFO÷発行済投資口の総口数
期末総資産有利子負債比率（LTV） 期末有利子負債残高÷期末総資産額×100

（注5）第1期については実質的な運用日数173日（2019年3月12日から2019年8月31日まで）に基づいて年換算値を算出しています。
（注6）本書において特に記載する場合を除き、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しています。
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(4) 分配金等の実績
　当期の分配金は、投資法人に係る課税の特例（租税特別措置法第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てお
ります。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,995円となりました。

期 第1期 第2期

営業期間 自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

当期未処分利益総額 (千円) 335,209 1,068,783

利益留保額 (千円) 8 167

金銭の分配金総額 (千円) 335,200 1,068,616

（1口当たり分配金） (円) （1,399） （2,995）

うち利益分配金総額 (千円) 335,200 1,068,616

（1口当たり利益分配金） (円) （1,399） （2,995）

うち出資払戻総額 (千円) － －

（1口当たり出資払戻額） (円) （－） （－）

出資払戻総額のうち一時差異等調整
引当額からの分配金総額 (千円) － －

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

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

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

（注）単位未満を切り捨てて記載しています。

(5) 今後の運用方針及び対処すべき課題

①運用全般に関する見通し
　日本国政府は、2020年４月７日付で新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号。その後の改正を含みま
す。以下「新型インフルエンザ等対策特別措置法」といいます。）に基づく緊急事態宣言を発令し、同日から５月６日までの外
出自粛を含む各種の施策を７都府県につき要請しました。かかる宣言を踏まえ、一部の業態の企業による休業や操業時間短縮の
他、在宅勤務等が加速する等、様々な影響が生じています。これらの影響が、今後さらに拡大しまた長期化するとの評価も一部
で示されています。
　また、内閣府の2020年３月における月例経済報告によれば、日本経済の先行きについては、新型コロナウイルス感染症の影
響による厳しい状況が続くと見込まれており、新型コロナウイルス感染症が内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意し、
金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があるとされています。海外経済においても、新型コロナウイルス感染症の世界的
大流行の影響により経済活動が抑制されており、その影響が継続することも見込まれます。新型インフルエンザ等対策特別措置
法に基づく緊急事態宣言に従った措置・対応、金融資本市場の変動等の影響、原油価格の動向等、不透明感は大きくなっており、
注視していく必要があります。
　オフィスビル市場については、これまでのところ空室率は依然低水準で賃料上昇も継続してきました。本投資法人は主に首都
圏及び大阪市等の大都市のオフィスビルを中心に保有しているため、テナントによるオフィス拠点の需要は依然としてあり、ま
た賃貸借契約により契約期間と賃料の定めがあるため、直ちに新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受ける可能性は現時点
においては低いと考えていますが、一部テナントから新型コロナウイルス感染症を起因とした賃料減額請求や賃料支払いの猶予
等の依頼を受けている状況であり、かかる新型コロナウイルス感染症を起因とした依頼に応じざるを得ない場合やテナント退去
が発生する等、オフィスビル市場への影響がさらに拡大する可能性があります。
　また、ホテル市場については、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、東京オリンピックの開催延期が決定されたこともあ
り、ホテル客室への需要は厳しい状況が続くと予想しています。本投資法人の保有する２物件につきましては固定賃料による収
入を確保していますが、運営状況については今後も注視していきたいと考えています。
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⑤業績及び分配の概要
　上記の運用の結果、当期の業績は、営業収益1,933百万円、営業利益1,166百万円、経常利益1,069百万円、当期純利
益1,068百万円となりました。分配金については、本投資法人の定める分配方針（規約第36条）に従い、投資法人に係
る課税の特例（租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）第67条の15）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います。当期については、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である1,068,616,000円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2,995円となりました。

(3) 増資等の状況
　本投資法人設立から当期末日（2020年2月29日）までの出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。

年月日 摘　要
発行済投資口の総口数（口） 出資総額（百万円）

備　考
増　減 残　高 増　減 残　高

2018年11月19日 私募設立 1,000 1,000 100 100 （注1）

2019年 3 月11日 公募増資 227,238 228,238 21,928 22,028 （注2）

2019年 4 月10日 第三者割当増資 11,362 239,600 1,096 23,124 （注3）

2019年 9 月 2 日 公募増資 111,619 351,219 12,777 35,902 （注4）

2019年 9 月26日 第三者割当増資 5,581 356,800 638 36,540 （注5）
（注1）本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価額100,000円にて投資口を発行しました。
（注2）1口当たり発行価格100,000円（発行価額96,500円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
（注3）1口当たり発行価額96,500円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。
（注4）1口当たり発行価格118,734円（発行価額114,471円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
（注5）1口当たり発行価額114,471円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。

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

期 第1期 第2期

最　高（円） 126,000 139,300

最　低（円） 100,500 116,500
（注）本投資法人の投資証券が東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されたのは2019年3月12日です。
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2投資法人の概況
(1) 出資の状況

第1期
（2019年8月31日）

第2期
（2020年2月29日）

発行可能投資口総口数 (口) 10,000,000 10,000,000

発行済投資口の総口数 (口) 239,600 356,800

出資総額 (百万円) 23,124 36,540

投資主数 (人) 6,626 7,848

(2) 投資口に関する事項
　2020年2月29日現在における主要な投資主（注1）は以下のとおりです。

氏名又は名称 所有投資口数
（口）

発行済投資口の総口数に
対する所有投資口数の割合

（％）（注2）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 75,419 21.13

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 61,708 17.29

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 28,534 7.99

野村信託銀行株式会社（投信口） 17,339 4.85

株式会社サンケイビル 11,362 3.18

SIX SIS LTD. 5,784 1.62

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012 5,571 1.56

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 5,511 1.54

NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED－ UBS CLARION 
GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 4,782 1.34

資産管理サービス信託銀行株式会社（金銭信託課税口） 4,660 1.30

合　計 220,670 61.84
（注1）「主要な投資主」とは、投資主の中で発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合の大きい順に10名（社）をいいます。
（注2）発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。
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②外部成長戦略
　本投資法人は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済的な影響、不動産投資市況等を慎重に見極めながら、株式会社サン
ケイビル（以下「サンケイビル」又は「スポンサー」といいます。）のスポンサーサポートを受け、サンケイビルのポートフォ
リオはもとより、サンケイビルのソーシング力を活かした第三者保有物件の取得による外部成長の機会を窺う方針です。

③内部成長戦略
　本投資法人は、サンケイビルのスポンサーサポートを受け、着実な内部成長を目指していく方針です。
　サンケイビルグループは、まず、自社の保有・賃貸ニーズを満たすことのみならず、様々な不動産投資家ニーズを捉えた多種
多様なアセットタイプの物件を企画・開発する機能を有しており、次に、幅広い強固なネットワークを活用してテナント顧客を
誘致する機能を有しており、さらに、受託不動産のプロパティマネジメント、ビルマネジメント、コンストラクションマネジメ
ント及びビルメンテナンス等の多種多様な運営管理機能を有しています。
　本投資法人は、サンケイビルを中核とするサンケイビルグループ内での連携を通じて、不動産の企画・開発から、テナント誘
致、運営管理に至るまで、サンケイビルグループの総合的な運営管理機能を活用します。
　また、本投資法人は、運用資産について、収入拡大と運用収益の安定的な成長を目指すため、以下の施策等を実行します。
（ア）運用資産の稼働率及び賃料の維持・向上を図るべく、テナント満足度を維持・向上させるため、テナントリレーション

シップの強化・充実を図りながらテナントに快適にご利用いただけるようサービスの提供に努めます。
（イ）運用資産の状態、特性、不動産市況及びテナントニーズ等を考慮し、従来以上に精査をしたうえで、修繕及び資本的支

出の計画・実施を行い、運用資産の市場における競争力の維持・向上を図ります。
（ウ）賃貸市場動向を継続的に把握し、機動的なリーシング活動を行うことで、収益の維持・向上に努めます。
（エ）運用資産の運営の妥当性、管理水準及びコストを定期的に検証し、運営管理コストの低減と環境配慮への継続的な取り

組みを行います。実施に当たっては運用資産の市場における競争力やテナント満足度の維持・向上の観点とのバランス
を考慮します。

④財務戦略
　本投資法人は、運用資産の中長期にわたる安定した収益の確保と着実な成長のために、財務活動の機動性及び資金繰りの安定
性等に留意しつつ、適切かつ健全な財務運営を行います。
（ア）エクイティ・ファイナンス

新投資口の発行は、資本市場の動向、金融環境、新たに取得する不動産等の取得時期、総資産に対する有利子負債の比
率等を総合的に勘案のうえ、投資口の希薄化にも配慮しつつ機動的に行います。

（イ）デット・ファイナンス
借入れ等に際しては、金利動向、マーケット水準、財務の機動性、長期取引関係及び安全性のバランスを総合的に勘案
し、借入期間、固定又は変動の金利形態、担保提供の要否及び手数料等の有利子負債調達条件を検討したうえで、適切
な資金調達を行います。

　また、財務健全性の確保のため、LTVは、原則として60％を上限とすることを基本方針とし（但し、新たな資産の取得等のた
めに、一時的に上限のLTVの範囲を超えることができるものとします。）、巡行水準では40～50％程度を維持していく方針で
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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3投資法人の運用資産の状況
(1) 本投資法人の資産の構成

資産の種類 用　途 地　域
（注1）

第1期
（2019年8月31日現在）

第2期
（2020年2月29日現在）

保有総額
（百万円）

（注2）

資産総額に
対する比率

（％）（注3）

保有総額
（百万円）

（注2）

資産総額に
対する比率

（％）（注3）

不動産

オフィスビル
東京圏・大阪市・名古屋市 2,591 5.3 2,612 3.4

政令指定都市（上記を除く）・
中核市・地方主要都市 － － － －

サブアセット
東京圏・大阪市・名古屋市 － － － －

政令指定都市（上記を除く）・
中核市・地方主要都市 － － － －

信託不動産

オフィスビル
東京圏・大阪市・名古屋市 32,527 66.8 52,718 69.2

政令指定都市（上記を除く）・
中核市・地方主要都市 － － - -

サブアセット
東京圏・大阪市・名古屋市 9,085 18.6 9,058 11.9

政令指定都市（上記を除く）・
中核市・地方主要都市 － － 4,026 5.3

ホテル
東京圏・大阪市・名古屋市 9,085 18.6 9,058 11.9

政令指定都市（上記を除く）・
中核市・地方主要都市 － － 4,026 5.3

小　計 44,203 90.7 68,414 89.8

預金・その他の資産 4,514 9.3 7,772 10.2

資産合計 48,718 100.0 76,186 100.0
（注1）「東京圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。

「中核市」とは、人口20万人以上の市（東京圏、大阪市及び名古屋市並びにその他の政令指定都市を除きます。）をいいます。
「地方主要都市」とは、人口20万人未満の市町村で、特定の用途において一定の需要が認められると本資産運用会社が判断した都市をいいます。

（注2）「保有総額」は、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）によっており、百万円未満を切り捨てて記載していま
す。なお、用途がホテルである信託不動産の保有総額には、ホテルに付随する動産の帳簿価額を含みます。

（注3）「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。
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(3) 役員等に関する事項
　2020年2月29日現在における本投資法人の役員等は以下のとおりです。

役職名 役員等の氏名
又は名称 主な兼職等

当該営業期間における
役職毎の報酬の総額

（千円）

執行役員 太田　裕一 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント代表取締役社長 －

監督役員

本吉　進 本吉総合会計事務所（所長） 1,800

清水　幸明
宇都宮・清水・陽来法律事務所（弁護士）

1,800
法政大学法科大学院（兼任教授）

会計監査人 EY新日本
有限責任監査法人 － 8,400

（注1）執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有しておりません。また上記記載以外の他の法人の役員である場合があ
りますが、上記を含めいずれも本投資法人と利害関係はありません。

（注2）執行役員及び監督役員については当期において支給した額、会計監査人については当期の監査等に係る報酬として支払うべき額を記載しております。
（注3）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、監査の品質及び監査報酬等、諸般の事情を総合的に勘案し、本投資法人の

役員会において検討いたします。

(4) 資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
　2020年2月29日現在における本投資法人の資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は以下のとおりです。

委託区分 氏名又は名称

資産運用会社 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（投資主名簿等管理人） みずほ信託銀行株式会社

一般事務受託者（機関運営事務） みずほ信託銀行株式会社

一般事務受託者（計算・会計帳簿作成、納税） 税理士法人令和会計社
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(3) 不動産等組入資産明細
　2020年2月29日現在における本投資法人の保有する資産の概要は以下のとおりです。

不動産等の名称 所在地 所有形態
（注1）

期末算定価額
（百万円）

（注2）
帳簿価額

（百万円）

東京サンケイビル（注3） 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 不動産 2,690 2,612

ブリーゼタワー（注3） 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号 不動産信託受益権 14,715 13,217

S-GATE日本橋本町（注3） 東京都中央区日本橋本町一丁目9番1号 不動産信託受益権 7,440 6,761

S-GATE秋葉原 東京都千代田区東神田二丁目4番6号 不動産信託受益権 2,220 2,074

日比谷サンケイビル 東京都千代田区有楽町一丁目9番1号 不動産信託受益権 6,530 6,040

八丁堀サンケイビル 東京都中央区八丁堀二丁目7番1号 不動産信託受益権 5,570 5,036

東陽パークビル 東京都江東区東陽五丁目29番17号 不動産信託受益権 3,940 3,897
品川シーサイドＴＳタワー
（注3） 東京都品川区東品川四丁目12番3号 不動産信託受益権 10,600 10,182

大森パークビル 東京都大田区大森本町一丁目6番1号 不動産信託受益権 5,620 5,508

ホテルインターゲート東京 京橋 東京都中央区京橋三丁目7番8号 不動産信託受益権 9,140 9,058

ホテルインターゲート広島 広島県広島市中区鉄砲町5番16号 不動産信託受益権 4,140 4,026

合　計 72,605 68,414
（注1）｢不動産信託受益権」とは不動産を主な信託財産とする信託受益権を表しています。
（注2）｢期末算定価額」は、決算期末日を調査の時点として本投資法人の規約及び「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を

含みます。）に基づき、不動産鑑定評価額又は不動産鑑定士による鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を記載しています。
（注3）期末算定価額及び帳簿価額については、本投資法人が保有している共有持分（「東京サンケイビル」2％、「S-GATE日本橋本町」51％）及び準共有持分

（「ブリーゼタワー」45％、「品川シーサイドＴＳタワー」25％）に相当する数値を記載しています。

　本投資法人の保有する運用資産毎の賃貸事業の概要は以下のとおりです。

不動産等の名称

第1期
自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

第2期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

テナント
総数

〈期末時点〉
（注1）

稼働率
〈期末時点〉

（％）

不動産
賃貸事業

収益
〈期間中〉
（百万円）

（注2）

対総賃貸
事業

収入比率
（％）

テナント
総数

〈期末時点〉
（注1）

稼働率
〈期末時点〉

（％）

不動産
賃貸事業

収益
〈期間中〉
（百万円）

（注2）

対総賃貸
事業

収入比率
（％）

東京サンケイビル 46 99.5 59 5.2 47 100.0 66 3.4

ブリーゼタワー 36 100.0 304 26.4 36 100.0 481 24.9

S-GATE日本橋本町 3 100.0 83 7.2 3 100.0 90 4.7

S-GATE秋葉原 5 100.0 55 4.8 5 100.0 58 3.0

日比谷サンケイビル 11 100.0 195 16.9 11 100.0 204 10.6

八丁堀サンケイビル 10 100.0 159 13.8 10 100.0 171 8.9

東陽パークビル 5 100.0 104 9.0 5 100.0 110 5.7

品川シーサイドＴＳタワー － － － － 非開示
（注3） 100.0 非開示

（注3）
非開示
（注3）

大森パークビル － － － － 8 100.0 166 8.6

ホテルインターゲート東京 京橋 1 100.0 194 16.8 1 100.0 206 10.7

ホテルインターゲート広島 － － － － 1 100.0 117 6.1

合　計 117 100.0 1,157 100.0 非開示
（注3） 100.0 非開示

（注3）
非開示
（注3）

（注1）｢テナント総数」は、2020年2月29日現在における各保有資産に係る賃貸借契約に基づき、当該資産の延べテナント数を記載しています。但し、当該資産
につきマスターリース契約が締結されている場合には、当該マスターリース契約が締結されているもののうちパス・スルー型マスターリースの対象となっ
ている部分についてはエンドテナントの総数を記載しています。また、同一のテナントが同一の資産において用途の異なる賃貸借契約を締結している場
合、当該テナントについてはその用途毎にテナント数として数えるものとします。

（注2）｢不動産賃貸事業収益」は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
（注3）テナント若しくは関係者等から開示の承諾が得られていない情報、又は秘匿情報の算出を可能とする情報が含まれているため、やむを得ない事由により開

示していません。
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(2) 主要な保有資産
　2020年2月29日現在における本投資法人の主要な保有資産（期末帳簿価額上位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）
（注1）

総賃貸可能
面積

（㎡）
（注2）

総賃貸面積
（㎡）
（注2）

稼働率
（％）
（注2）

対総賃貸
事業収入

比率（％）
（注3）

主たる用途

ブリーゼタワー（注4） 13,217 12,146.02 12,146.02 100.0 24.9 オフィスビル
品川シーサイドＴＳタワー
（注4） 10,182 非開示

（注5）
非開示
（注5） 100.0 非開示

（注5） オフィスビル

ホテルインターゲート東京 京橋 9,058 6,006.53 6,006.53 100.0 10.7 ホテル

S-GATE日本橋本町（注4） 6,761 3,171.83 3,171.83 100.0 4.7 オフィスビル

日比谷サンケイビル 6,040 3,439.61 3,439.61 100.0 10.6 オフィスビル

大森パークビル 5,508 7,469.72 7,469.72 100.0 8.6 オフィスビル

八丁堀サンケイビル 5,036 5,594.90 5,594.90 100.0 8.9 オフィスビル

ホテルインターゲート広島 4,026 9,160.15 9,160.15 100.0 6.1 ホテル

東陽パークビル 3,897 4,224.52 4,224.52 100.0 5.7 オフィスビル

東京サンケイビル（注4） 2,612 881.69 881.69 100.0 3.4 オフィスビル

合　計 66,340 非開示
（注5）

非開示
（注5） 100.0 非開示

（注5） －

（注1）｢帳簿価額」は、2020年2月29日現在における各保有資産に係る減価償却後の帳簿価額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。
（注2）｢総賃貸可能面積」、「総賃貸面積」及び「稼働率」は、2020年2月29日時点のデータに基づき記載しています。なお、「総賃貸可能面積」は各保有資産

に係る建物の賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる面積（倉庫、看板、駐車場等に係る面積は含みません。）につき、小数第3位以
下を切り捨てて記載しています。「総賃貸面積」は各保有資産に係る賃貸借契約（但し、賃貸借期間が開始していない賃貸借契約を除きます。）に表示さ
れた賃貸面積（倉庫、看板、駐車場等に係る面積は含みません。）の合計につき、小数第3位以下を切り捨てて記載しています。なお、パス・スルー型マ
スターリースの対象となっている部分については、かかる部分につきエンドテナントとの間で実際に賃貸借契約が締結され、かつ賃貸借期間が開始してい
る面積の合計につき、小数第3位以下を切り捨てて記載しています。「稼働率」は各保有資産に係る総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を示
しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。また、ポートフォリオ合計欄における「稼働率」は、各保有資産に係る総賃貸可能面積の合計に対
して総賃貸面積の合計が占める割合を示しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。稼働率につき以下同じです。

（注3）｢対総賃貸事業収入比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
（注4）帳簿価額、総賃貸可能面積及び総賃貸面積については、本投資法人が保有している共有持分（「東京サンケイビル」2％、「S-GATE日本橋本町」51％）

及び準共有持分（「ブリーゼタワー」45％、「品川シーサイドＴＳタワー」25％）に相当する数値を記載しています。
（注5）テナント若しくは関係者等から開示の承諾が得られていない情報、又は秘匿情報の算出を可能とする情報が含まれているため、やむを得ない事由により開

示していません。
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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
　本投資法人が2020年2月29日現在保有する資産に関し、現在計画されている改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち主
要なもの（10百万円以上のもの）は以下のとおりです。なお、工事予定金額には、会計上費用に区分処理される部分が含まれて
います。

不動産等の名称
（所在地） 目　的 予定期間

工事予定金額
（百万円）

総　額 当期
支払額 既払総額

ブリーゼタワー
（大阪府大阪市北区） オフィス電動ブラインド更新 自　2020年 3 月 1 日

至　2020年 3 月31日 22 － －

ブリーゼタワー
（大阪府大阪市北区） オフィスワンフロアLED化 自　2020年 7 月 1 日

至　2020年 7 月31日 22 － －

(2) 期中の資本的支出
　本投資法人が2020年2月29日現在保有する資産に関し、当期に行った、10百万円以上の資本的支出に該当する工事は以下の
とおりです。なお、当期の資本的支出は69百万円であり、費用に区分処理された修繕費46百万円と合わせて、合計116百万円
の工事を実施しています。

不動産等の名称
（所在地） 目　的 期間 支払金額

（百万円）

八丁堀サンケイビル
（東京都中央区）

外調機整備工事及び
加圧給水ポンプ更新

自　2019年11月 1 日
至　2019年11月26日 18

その他 51

合計 69

(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
修繕等の資金に充当することを目的とした修繕積立金を、以下のとおり積立てています。

営業期間
第1期

自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

第2期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

当期首積立金残高（千円） － 95,103
当期積立額（千円） 95,103 105,897
当期積立金取崩額（千円） － 70,534
次期繰越額（千円） 95,103 130,466
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(4) 再生可能エネルギー発電設備等明細表
　該当事項はありません。

(5) 公共施設等運営権等明細表
　該当事項はありません。

(6) その他資産の状況
　本投資法人が保有する不動産及び不動産を信託財産とする信託受益権等は、前記「（3）不動産等組入資産明細」に一括して
記載しています。

①有価証券組入資産明細
　該当事項はありません。

②特定取引の契約額等及び時価の状況表
　該当事項はありません。

(7) 国及び地域毎の資産保有状況
　日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。
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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2）

返済期限
（注3）

返済
方法 使　途 摘　要

長
期
借
入
金

株式会社みずほ銀行

2019年
3月12日

972 972

0.42346％
（固定金利）

2023年
3月12日

期限
一括
弁済

(注4) 無担保
無保証

株式会社三井住友銀行 716 716
株式会社日本政策投資銀行 614 614
みずほ信託銀行株式会社 392 392
三井住友信託銀行株式会社 358 358
株式会社新生銀行 324 324
株式会社りそな銀行 324 324
株式会社みずほ銀行

2019年
3月12日

856 856

0.49096％
（固定金利）

2024年
3月12日

期限
一括
弁済

(注4) 無担保
無保証

株式会社三井住友銀行 639 639
株式会社日本政策投資銀行 548 548
みずほ信託銀行株式会社 350 350
三井住友信託銀行株式会社 319 319
株式会社新生銀行 294 294
株式会社りそな銀行 294 294
株式会社みずほ銀行

2019年
9月3日

－ 2,250

0.26727％
（変動金利）

2022年
9月3日

期限
一括
弁済

(注4) 無担保
無保証

株式会社三井住友銀行 － 1,500
みずほ信託銀行株式会社 － 620
三井住友信託銀行株式会社 － 550
株式会社新生銀行 － 490
株式会社りそな銀行 － 490
株式会社みずほ銀行

2019年
9月3日

－ 950

0.36200％
（固定金利）

2023年
9月3日

期限
一括
弁済

(注4) 無担保
無保証

株式会社三井住友銀行 － 800
株式会社日本政策投資銀行 － 2,000
みずほ信託銀行株式会社 － 620
三井住友信託銀行株式会社 － 550
株式会社新生銀行 － 490
株式会社りそな銀行 － 490

小　計 17,400 29,200
合　計 22,313 33,956

（注1）単位未満を切り捨てて記載しているため、各項目を足し合わせても小計及び合計と一致しません。
（注2）平均利率は、期中加重平均利率を小数第6位を四捨五入して記載しています。
（注3）返済期限が営業日でない場合は、翌営業日が返済期限となります。
（注4）資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の取得資金及びその付随費用です。

(3) 投資法人債
　該当事項はありません。

(4) 短期投資法人債
　該当事項はありません。

(5) 新投資口予約権
　該当事項はありません。
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5費用・負債の状況
(1) 運用等に係る費用明細

（単位：千円）

項　目
第1期

自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

第2期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

資産運用報酬（注） 105,532 139,263

資産保管手数料 1,297 1,420

一般事務委託手数料 9,470 7,320

役員報酬 6,000 3,600

その他費用 19,995 38,333

合　計 142,295 189,936
（注）資産運用報酬には上記記載金額のほか、個々の投資不動産の帳簿価額に算入した物件取得に係る運用報酬分が第1期に433,950千円、第2期に239,300千円

あります。

(2) 借入状況
　2020年2月29日現在における金融機関毎の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2）

返済期限
（注3）

返済
方法 使　途 摘　要

短
期
借
入
金

株式会社みずほ銀行

2019年
3月12日

1,167 1,167

0.21727％
（変動金利）

2020年
3月12日

期限
一括
弁済

(注4) 無担保
無保証

株式会社三井住友銀行 832 832
株式会社日本政策投資銀行 713 713
みずほ信託銀行株式会社 456 456
三井住友信託銀行株式会社 416 416
株式会社新生銀行 358 358
株式会社りそな銀行 358 358
株式会社みずほ銀行 2019年

3月12日
409 －

－ － － (注4) 無担保
無保証株式会社三井住友銀行 204 －

株式会社みずほ銀行 2019年
9月3日

－ 304 0.22327％
（変動金利）

2020年
9月3日

期限
一括
弁済

(注4) 無担保
無保証株式会社三井住友銀行 － 152

小　計 4,913 4,756

長
期
借
入
金

株式会社みずほ銀行

2019年
3月12日

1,331 1,331

0.24227％
（変動金利）

2021年
3月12日

期限
一括
弁済

(注4) 無担保
無保証

株式会社三井住友銀行 929 929
株式会社日本政策投資銀行 796 796
みずほ信託銀行株式会社 509 509
三井住友信託銀行株式会社 465 465
株式会社新生銀行 385 385
株式会社りそな銀行 385 385
株式会社みずほ銀行

2019年
3月12日

1,574 1,574

0.36969％
（固定金利）

2022年
3月12日

期限
一括
弁済

(注4) 無担保
無保証

株式会社三井住友銀行 1,084 1,084
株式会社日本政策投資銀行 929 929
みずほ信託銀行株式会社 593 593
三井住友信託銀行株式会社 542 542
株式会社新生銀行 439 439
株式会社りそな銀行 439 439
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(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（百万円）（注2）

買付額等 売付額等

総　額 23,930 －

利害関係人等（注1）との取引状況の内訳

株式会社サンケイビル 8,490 （ 35.5％） － （－％）

合同会社エス・ケー・ビー1号 5,400 （ 22.6％） － （－％）

合同会社エス・ケー・ビー3号 10,040 （ 42.0％） － （－％）

合　計 23,930 （100.0％） － （－％）
（注1）｢利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に

関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
（注2）｢売買金額等」には、各売買契約に記載された不動産及び各信託受益権の売買代金を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、売買代金には消費

税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。
（注3）括弧内の数値は、それぞれの総額に対する比率（％）を示しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。

②支払手数料等の金額

区　分 支払手数料等
総額（A）

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

媒介手数料 104,200千円 株式会社サンケイビル 104,200千円 100.0％

プロパティマネジメント報酬 30,319千円
株式会社サンケイビル 21,090千円 69.6％

株式会社サンケイビルマネジメント 6,790千円 22.4％

建物設備管理費 137,031千円 株式会社サンケイビルマネジメント 109,015千円 79.6％

③その他利害関係人等への主な支払金額
　上記記載の支払手数料等以外の利害関係人等に対する支払金額は以下のとおりです。

株式会社サンケイビルマネジメント 39,008千円 （修繕費）
株式会社産業経済新聞社 1,131千円 （支払地代）
株式会社フジ・メディア・ホールディングス 683千円 （支払地代）

④賃貸取引等
　利害関係人等との賃貸取引は以下のとおりです。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 324,435千円 （賃料収入）
株式会社サンケイビル 2,948千円 （賃料収入）

(5) 資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
　本投資法人の資産運用会社（株式会社サンケイビル・アセットマネジメント）は、2020年2月29日現在において金融商品取
引法上の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、該当する取引はありません。
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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

不動産等の名称
取　得 譲　渡

取得年月日 取得価額
（百万円） 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）
ブリーゼタワー
（オフィス部分の建物区分所有権等
の準共有持分15％）(追加取得分)

2019年9月3日 4,500 － － － －

品川シーサイドＴＳタワー
（建物区分所有権等の準共有持分
25％）

2019年9月3日 10,040 － － － －

大森パークビル 2019年9月3日 5,400 － － － －

ホテルインターゲート広島 2019年9月3日 3,990 － － － －

合　計 － 23,930 － － － －
（注）取得価額は、各売買契約に記載された不動産及び各信託受益権の売買代金を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、売買代金には消費税及び地方

消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。

(2) その他の資産の売買状況等
　上記不動産等及び資産対応証券等以外の主なその他の資産は、概ね銀行預金又は信託財産内の銀行預金です。

(3) 特定資産の価格等の調査

不動産等

取得
又は
譲渡

不動産等の名称 取引
年月日

資産の
内容

取得価額
又は

譲渡価額
（百万円）

不動産
鑑定

評価額
（百万円）

価格時点 不動産鑑定機関

取得
ブリーゼタワー
（オフィス部分の建物区分所有権等の
準共有持分15％）(追加取得分)

2019年
9月3日

不動産信託
受益権 4,500 4,605 2019年

7月1日
一般財団法人
日本不動産研究所

取得
品川シーサイドＴＳタワー
（建物区分所有権等の準共有持分
25％）

2019年
9月3日

不動産信託
受益権 10,040 10,200 2019年

7月1日
株式会社
谷澤総合鑑定所

取得 大森パークビル 2019年
9月3日

不動産信託
受益権 5,400 5,600 2019年

7月1日
一般財団法人
日本不動産研究所

取得 ホテルインターゲート広島 2019年
9月3日

不動産信託
受益権 3,990 4,080 2019年

7月1日
一般財団法人
日本不動産研究所

（注1）上記記載の不動産鑑定評価額は、各不動産鑑定機関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
ます。

（注2）｢取得価額又は譲渡価額」は、各売買契約に記載された不動産及び各信託受益権の売買代金を、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、売買代金
には消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。
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Ⅱ．貸借対照表

（単位：千円）

前期（ご参考）
2019年8月31日

当期
2020年2月29日

資産の部
流動資産
現金及び預金 1,998,469 3,778,564
信託現金及び信託預金 1,432,427 3,099,144
営業未収入金 326,641 64,006
前払費用 38,009 41,198
未収消費税等 633,870 369,256
その他 426 342,073
流動資産合計 4,429,846 7,694,243
固定資産
有形固定資産
建物 147,558 159,569
減価償却累計額 △2,657 △5,519
建物（純額） 144,901 154,050
構築物 353 353
減価償却累計額 △4 △8
構築物（純額） 349 345
土地 2,445,779 2,457,766
建設仮勘定 2,130 220
信託建物 7,735,371 13,599,039
減価償却累計額 △121,060 △333,525
信託建物（純額） 7,614,310 13,265,513
信託構築物 15,658 22,236
減価償却累計額 △216 △514
信託構築物（純額） 15,442 21,721
信託機械及び装置 345 2,608
減価償却累計額 △3 △77
信託機械及び装置（純額） 341 2,530
信託工具、器具及び備品 800 2,336
減価償却累計額 △50 △224
信託工具、器具及び備品（純額） 749 2,112
信託土地 33,982,039 52,510,871
信託建設仮勘定 23,769 －
有形固定資産合計 44,229,814 68,415,132

無形固定資産
ソフトウエア 8,593 7,653
無形固定資産合計 8,593 7,653

投資その他の資産
長期前払費用 40,386 59,878
繰延税金資産 21 16
差入敷金及び保証金 10,000 10,000
投資その他の資産合計 50,408 69,894

固定資産合計 44,288,816 68,492,680
資産合計 48,718,662 76,186,924
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7経理の状況
(1) 資産、負債、元本及び損益の状況
　「Ⅱ．貸借対照表」、「Ⅲ．損益計算書」、「Ⅳ．投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ．注記表」、及び「Ⅵ．金銭の分配に係
る計算書」をご参照ください。

(2) 減価償却額の算定方法の変更
　該当事項はありません。

(3) 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更
　該当事項はありません。

(4) 自社設定投資信託受益証券等の状況等
　該当事項はありません。

8その他
(1) お知らせ
　該当事項はありません。

(2) 海外不動産保有法人に係る開示
　該当事項はありません。

(3) 海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示
　該当事項はありません。

(4) その他
　本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しております。

26
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Ⅲ．損益計算書

（単位：千円）

前期（ご参考）
自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

営業収益

賃貸事業収入 ※1 1,079,443 1,796,513

その他賃貸事業収入 ※1 77,638 136,736

営業収益合計 1,157,082 1,933,249

営業費用

賃貸事業費用 ※1 315,059 577,268

資産運用報酬 105,532 139,263

資産保管手数料 1,297 1,420

一般事務委託手数料 9,470 7,320

役員報酬 6,000 3,600

その他営業費用 19,995 38,333

営業費用合計 457,355 767,204

営業利益 699,727 1,166,045

営業外収益

受取利息 14 30

還付加算金 － 778

営業外収益合計 14 808

営業外費用

支払利息 35,827 56,039

融資関連費用 159,201 26,581

投資口交付費 99,593 12,502

創立費 58,157 －

その他 10,424 2,000

営業外費用合計 363,204 97,123

経常利益 336,537 1,069,729

税引前当期純利益 336,537 1,069,729

法人税、住民税及び事業税 1,349 950

法人税等調整額 △21 4

法人税等合計 1,327 955

当期純利益 335,209 1,068,774

前期繰越利益 － 8

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 335,209 1,068,783

29

損益計算書

2020/05/07 16:48:45 / 19613090_サンケイリアルエステート投資法人_総会その他（Ｃ）

（単位：千円）

前期（ご参考）
2019年8月31日

当期
2020年2月29日

負債の部
流動負債
営業未払金 360,805 144,640
短期借入金 4,913,736 4,756,000
未払金 177,848 160,972
未払費用 16,187 24,874
未払法人税等 1,347 946
前受金 176,601 341,424
預り金 200,343 951,003
流動負債合計 5,846,869 6,379,861
固定負債
長期借入金 17,400,000 29,200,000
預り敷金及び保証金 90,922 91,880
信託預り敷金及び保証金 1,920,760 2,905,497
固定負債合計 19,411,683 32,197,378
負債合計 25,258,553 38,577,239
純資産の部
投資主資本
出資総額 23,124,900 36,540,901
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 335,209 1,068,783
剰余金合計 335,209 1,068,783

投資主資本合計 23,460,109 37,609,684
純資産合計 ※1 23,460,109 37,609,684
負債純資産合計 48,718,662 76,186,924
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Ⅴ．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　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

1．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産（信託財産を含む）
　定額法を採用しています。なお、主た
る有形固定資産の耐用年数は以下のと
おりです。

建物 2～65年
構築物 6～59年
機械及び装置 15年
工具、器具及び備品 4年

(2) 無形固定資産
　定額法を採用しています。
(3) 長期前払費用
　定額法を採用しています。

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

建物 2～65年
構築物 6～59年
機械及び装置 10年
工具、器具及び備品 4～6年

(2) 無形固定資産
　定額法を採用しています。
(3) 長期前払費用
　定額法を採用しています。

2．繰延資産の処理方法 (1) 創立費
　支出時に全額費用処理しています。
(2) 投資口交付費
　支出時に全額費用処理しています。

投資口交付費
　支出時に全額費用処理しています。

3．収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法
　保有する不動産又は不動産を信託財
産とする信託受益権に係る固定資産
税、都市計画税及び償却資産税等につい
ては、賦課決定された税額のうち当該計
算期間に対応する額を賃貸事業費用と
して費用処理する方法を採用していま
す。
　なお、不動産又は不動産を信託財産と
する信託受益権の取得に伴い、本投資法
人が負担した初年度の固定資産税等相
当額については、費用に計上せず、当該
不動産等の取得原価に算入していま
す。当期において、不動産等の取得原価
に算入した固定資産税等相当額は、
244,360千円です。

固定資産税等の処理方法
　保有する不動産又は不動産を信託財
産とする信託受益権に係る固定資産
税、都市計画税及び償却資産税等につい
ては、賦課決定された税額のうち当該計
算期間に対応する額を賃貸事業費用と
して費用処理する方法を採用していま
す。
　なお、不動産又は不動産を信託財産と
する信託受益権の取得に伴い、本投資法
人が負担した初年度の固定資産税等相
当額については、費用に計上せず、当該
不動産等の取得原価に算入していま
す。当期において、不動産等の取得原価
に算入した固定資産税等相当額は、
85,263千円です。

4．その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

(1) 不動産等を信託財産とする信託受
益権に関する会計処理方法

　保有する不動産等を信託財産とする
信託受益権については、信託財産内の全
ての資産及び負債勘定並びに信託財産
に生じた全ての収益及び費用勘定につ
いて、貸借対照表及び損益計算書の該当
勘定科目に計上しています。
　なお、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
ています。

①信託現金及び信託預金
②信託建物、信託構築物、信託機械

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

③信託預り敷金及び保証金
(2) 消費税等の処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっています。

(1) 不動産等を信託財産とする信託受
益権に関する会計処理方法

　保有する不動産等を信託財産とする
信託受益権については、信託財産内の全
ての資産及び負債勘定並びに信託財産
に生じた全ての収益及び費用勘定につ
いて、貸借対照表及び損益計算書の該当
勘定科目に計上しています。
　なお、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
ています。

①信託現金及び信託預金
②信託建物、信託構築物、信託機械

及び装置、信託工具、器具及び備
品、信託土地

③信託預り敷金及び保証金
(2) 消費税等の処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっています。
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Ⅳ．投資主資本等変動計算書

前期（ご参考）（自　2018年11月19日　至　2019年8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 － － － － －

当期変動額

　新投資口の発行 23,124,900 23,124,900 23,124,900

　当期純利益 335,209 335,209 335,209 335,209

当期変動額合計 23,124,900 335,209 335,209 23,460,109 23,460,109

当期末残高 ※1  23,124,900 335,209 335,209 23,460,109 23,460,109

当期（自　2019年9月1日　至　2020年2月29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 23,124,900 335,209 335,209 23,460,109 23,460,109

当期変動額

　新投資口の発行 13,416,001 13,416,001 13,416,001

　剰余金の配当 △335,200 △335,200 △335,200 △335,200

　当期純利益 1,068,774 1,068,774 1,068,774 1,068,774

当期変動額合計 13,416,001 733,573 733,573 14,149,574 14,149,574

当期末残高 ※1  36,540,901 1,068,783 1,068,783 37,609,684 37,609,684
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（税効果会計に関する注記）
前期（ご参考）
2019年8月31日

当期
2020年2月29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 21
繰延税金資産合計 21

繰延税金資産の純額 21

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 16
繰延税金資産合計 16

繰延税金資産の純額 16

2．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重
要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳

（単位：％）
法定実効税率 31.51
（調整）
支払分配金の損金算入額 △31.38
その他 0.26
税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.39

2．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重
要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳

（単位：％）
法定実効税率 31.51
（調整）
支払分配金の損金算入額 △31.48
その他 0.06
税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.09

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
前期（ご参考）（自　2018年11月19日　至　2019年8月31日）
　該当事項はありません。
当期（自　2019年9月1日　至　2020年2月29日）
　該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
前期（ご参考）（自　2018年11月19日　至　2019年8月31日）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　借入金は、主に資産の取得資金、債務の返済資金の調達を目的とします。借入金は、弁済期日の到来時に借換えを行う
ことができないリスク、並びに支払金利の上昇リスク等に晒されますが、調達先の分散及び返済期日の分散を図るととも
に、投資口の発行等バランスのとれた資金調達を検討することにより、リスクの低減を図ります。加えて、金利の動向を
注視し、LTVの適切なコントロールにより、金利上昇が本投資法人の運営に与えるリスクを管理します。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価については、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
ています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額
が異なる場合もあります。
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（貸借対照表に関する注記）
前期（ご参考）
2019年8月31日

当期
2020年2月29日

※1．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
※1．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　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29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
賃料収入 978,011
共益費収入 101,432
賃貸事業収入合計 1,079,443
その他賃貸事業収入
水道光熱費収入 53,219
駐車場収入 18,724
その他賃貸収入 5,695

その他賃貸事業収入合計 77,638
不動産賃貸事業収益合計 1,157,082

B．不動産賃貸事業費用
賃貸事業費用
外注委託費 98,045
水道光熱費 68,504
支払地代 1,355
修繕費 10,663
損害保険料 2,844
信託報酬 1,846
減価償却費 123,992
その他賃貸事業費用 7,807

賃貸事業費用合計 315,059
不動産賃貸事業費用合計 315,059

C．不動産賃貸事業損益（A－B） 842,023

※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
賃料収入 1,643,859
共益費収入 152,654
賃貸事業収入合計 1,796,513
その他賃貸事業収入
水道光熱費収入 102,512
駐車場収入 29,180
その他賃貸収入 5,043
その他賃貸事業収入合計 136,736
不動産賃貸事業収益合計 1,933,249

B．不動産賃貸事業費用
賃貸事業費用
外注委託費 167,350
水道光熱費 126,509
支払地代 1,814
修繕費 46,426
損害保険料 4,551
信託報酬 2,788
減価償却費 215,878
その他賃貸事業費用 11,948
賃貸事業費用合計 577,268
不動産賃貸事業費用合計 577,268

C．不動産賃貸事業損益（A－B） 1,355,981

（投資主資本等変動計算書に関する注記）
前期（ご参考）

自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29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 239,600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 356,800口
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　借入金は、主に資産の取得資金、債務の返済資金の調達を目的とします。借入金は、弁済期日の到来時に借換えを行う
ことができないリスク、並びに支払金利の上昇リスク等に晒されますが、調達先の分散及び返済期日の分散を図るととも
に、投資口の発行等バランスのとれた資金調達を検討することにより、リスクの低減を図ります。加えて、金利の動向を
注視し、LTVの適切なコントロールにより、金利上昇が本投資法人の運営に与えるリスクを管理します。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価については、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
ています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価額
が異なる場合もあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
　2020年2月29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、次のとおりです。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。（注2）

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 3,778,564 3,778,564 －

(2) 信託現金及び信託預金 3,099,144 3,099,144 －

資産計 6,877,708 6,877,708 －

(1) 短期借入金 4,756,000 4,756,000 －

(2) 長期借入金 29,200,000 29,251,894 51,894

負債計 33,956,000 34,007,894 51,894
（注1） 金融商品の時価の算定方法

資産
(1) 現金及び預金、(2) 信託現金及び信託預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(1) 短期借入金

短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(2) 長期借入金

長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっ
ています。但し、固定金利による長期借入金の時価については、その将来キャッシュ・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います。

（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
（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

預り敷金及び保証金 ＊ 91,880

信託預り敷金及び保証金 ＊ 2,905,497

＊預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可
能性があり、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時
価開示の対象とはしていません。

（注3） 金銭債権の決算日後の償還予定額
（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 3,778,564 － － － － －

信託現金及び信託預金 3,099,144 － － － － －

合　計 6,877,708 － － － － －

（注4） 借入金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 4,756,000 － － － － －

長期借入金 － 4,800,000 11,500,000 9,600,000 3,300,000 －

合　計 4,756,000 4,800,000 11,500,000 9,600,000 3,300,000 －
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2. 金融商品の時価等に関する事項
　2019年8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、次のとおりです。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。（注2）

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 1,998,469 1,998,469 －

(2) 信託現金及び信託預金 1,432,427 1,432,427 －

資産計 3,430,897 3,430,897 －

(1) 短期借入金 4,913,736 4,913,736 －

(2) 長期借入金 17,400,000 17,436,222 36,222

負債計 22,313,736 22,349,958 36,222
（注1） 金融商品の時価の算定方法

資産
(1) 現金及び預金、(2) 信託現金及び信託預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債
(1) 短期借入金

短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(2) 長期借入金

長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっ
ています。但し、固定金利による長期借入金の時価については、その将来キャッシュ・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います。

（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
（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

預り敷金及び保証金 ＊ 90,922

信託預り敷金及び保証金 ＊ 1,920,760

＊預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可
能性があり、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時
価開示の対象とはしていません。

（注3） 金銭債権の決算日後の償還予定額
（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 1,998,469 － － － － －

信託現金及び信託預金 1,432,427 － － － － －

合　計 3,430,897 － － － － －

（注4） 借入金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 4,913,736 － － － － －

長期借入金 － 4,800,000 5,600,000 3,700,000 3,300,000 －

合　計 4,913,736 4,800,000 5,600,000 3,700,000 3,300,000 －

当期（自　2019年9月1日　至　2020年2月29日）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、金融機関からの借入れ、投
資法人債の発行又は新投資口の発行等により、バランスのとれた資金調達を行います。
　金融機関からの借入れ及び投資法人債の発行に際しては、資金調達の機動性と財務の安定性のバランス、並びに取得す
る不動産の特性等に配慮した資金調達を行います。具体的には調達方法、長期借入比率、固定金利比率、返済期限の分散、
担保提供の要否等を検討します。借入れを実施する場合、借入先は金融商品取引法に規定する適格機関投資家（但し、租
税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。）に限るものとします。
　新投資口の発行は、運用資産の規模の成長と収益性の向上を目的として、LTV、既存投資主の権利の希薄化及びそれに
伴う投資口の取引価格の低下等を勘案し、金融環境を踏まえたうえで実施を決定します。
　本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてデリバティブ取引を行
うことがあります。なお、当期においてデリバティブ取引は行っていません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
前期（ご参考）（自　2018年11月19日　至　2019年8月31日）

属性 会社等の
名称又は氏名

事業の内容
又は職業

投資口数
の所有
（被所有）
割合（％）

取引の内容
取引金額
（千円）

（注1）（注2）
科目

期末残高
（千円）

（注1）（注2）

支配
投資主

株式会社サンケイビル
（注3） 不動産業 （被所有）

100.00
出資金の
受け入れ

（私募設立）
100,000 － －

資産運用
会社

株式会社サンケイビル・
アセットマネジメント

投資
運用業 －

設立企画人
報酬の支払

（注4）
50,000 － －

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社サンケイビル
（注3） 不動産業 （被所有）

4.74

不動産及び
不動産信託

受益権の取得
39,613,300 － －

媒介手数料
の支払 76,445 － －

不動産管理
業務費の支払 14,203 営業未払金 7,758

不動産の賃貸 2,769 営業未収入金 530

賃貸料の預り 161,160 預り金 174,053
資産運用

会社の利害
関係人等

合同会社
エス・ケー・ビー1号

特別目的
会社 － 不動産信託

受益権の取得 3,782,400 － －

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社サンケイビル
マネジメント

不動産
管理業 －

不動産管理
業務費の支払 1,129 営業未払金 216
建物設備管理
業務費の支払 74,333 営業未払金 44,667

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社グランビスタ
ホテル＆リゾート 観光業 － 不動産の賃貸 194,716 － －

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社フジ・メディア・
ホールディングス

情報・
通信業 － 借地料の支払 642 営業未払金 113

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社産業経済新聞社 情報・
通信業 － 借地料の支払 712 営業未払金 712

資産保管
会社 三井住友信託銀行株式会社

銀行業
及び

信託業
－

資金の借入れ 2,100,000
短期借入金 416,000

長期借入金 1,684,000

利息の支払 3,376 未払費用 1,559
（注1） 開示対象となる関連当事者との取引のうち、重要な取引を含む関連当事者との取引を開示しています。
（注2） 上記金額のうち、取引金額には消費税額は含まれていませんが、期末残高には含まれています。なお、千円未満を切り捨てて表示しています。
（注3） 株式会社サンケイビルは、出資金の受け入れ時においては、議決権の被所有割合は100.00％であり、支配投資主に該当していましたが、公募による新投

資口発行により議決権の被所有割合が4.74％となったため、期末日現在においては支配投資主に該当しません。そのため、支配投資主であった期間の記
載と、支配投資主でなくなった期間における利害関係人等としての記載とを分けて表示しています。

（注4） 設立企画人報酬の額は、本投資法人の規約に定められた条件によっています。
（注5） 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
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（賃貸等不動産に関する注記）
前期（ご参考）（自　2018年11月19日　至　2019年8月31日）
　本投資法人では、賃貸収益を得ることを目的として、オフィスビル等を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計
上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 当期末時価
（注3）当期首残高 当期増減額 当期末残高

－ 44,203,915 44,203,915 47,000,000
（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） 当期増減額のうち、主な増加額は新規物件8物件の取得（44,327,907千円）等によるものであり、主な減少額は減価償却費（123,992千円）によるもの

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

なお、賃貸等不動産に関する損益については、「損益計算書に関する注記」に記載しています。

当期（自　2019年9月1日　至　2020年2月29日）
　本投資法人では、賃貸収益を得ることを目的として、オフィスビル等を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計
上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 当期末時価
（注3）当期首残高 当期増減額 当期末残高

44,203,915 24,210,996 68,414,911 72,605,000
（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） 当期増減額のうち、主な増加額は新規物件４物件の取得（24,345,357千円）等によるものであり、主な減少額は減価償却費（215,878千円）によるもの

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

なお、賃貸等不動産に関する損益については、「損益計算書に関する注記」に記載しています。
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（1口当たり情報に関する注記）
前期（ご参考）

自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

1口当たり純資産額 97,913円
1口当たり当期純利益 2,312円
1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数によ
る加重平均投資口数（144,970口）で除することにより
算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当
期純利益については、潜在投資口がないため記載してい
ません。

1口当たり純資産額 105,408円
1口当たり当期純利益 3,007円
1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数によ
る加重平均投資口数（355,420口）で除することにより
算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当
期純利益については、潜在投資口がないため記載してい
ません。

（注）1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前期（ご参考）
自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

当期純利益 (千円) 335,209 当期純利益 (千円) 1,068,774
普通投資主に帰属しない金額 (千円) － 普通投資主に帰属しない金額 (千円) －
普通投資口に係る当期純利益 (千円) 335,209 普通投資口に係る当期純利益 (千円) 1,068,774
期中平均投資口数 (口) 144,970 期中平均投資口数 (口) 355,420

（重要な後発事象に関する注記）
前期（ご参考）

自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

新投資口の発行
　2019年8月6日及び2019年8月21日開催の役員会に
おいて、以下のとおり新投資口の発行を決議し、公募に
よる新投資口発行は2019年9月2日、第三者割当による
新投資口発行は2019年9月26日に払込が完了していま
す。この結果、2019年9月26日付で出資総額は
36,540,901千円、発行済投資口の総口数は356,800口
となっています。

該当事項はありません。

公募による新投資口発行
発行新投資口数　　　　　： 111,619口
発行価格（募集価格）　　：1口当たり118,734円
発行価格（募集価格）の総額　： 13,252,970,346円
払込金額（発行価額）　　：1口当たり114,471円
払込金額（発行価額）の総額　： 12,777,138,549円
払込期日　　　　　　　　： 2019年9月2日
資金使途：2019年9月3日付で取得した不動産信託

受益権4物件の取得資金の一部に充当し
ました。

第三者割当による新投資口発行
発行新投資口数　　　　　： 5,581口
払込金額（発行価額）　　：1口当たり114,471円
払込金額（発行価額）の総額　： 638,862,651円
払込期日　　　　　　　　： 2019年9月26日
資金使途：2019年10月7日付で短期借入金600百

万円の期限前弁済資金の全額に充当して
おり、残額は手元資金として、将来の特
定資産の取得資金の一部又は借入金の返
済資金の一部に充当する予定です。
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当期（自　2019年9月1日　至　2020年2月29日）

属性 会社等の
名称又は氏名

事業の内容
又は職業

投資口数
の所有

（被所有）
割合（％）

取引の内容
取引金額
（千円）

（注1）（注2）
科目

期末残高
（千円）

（注1）（注2）

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社サンケイビル 不動産業 （被所有）
3.18

不動産信託
受益権の取得 8,490,000 － －
媒介手数料

の支払 104,200 － －
不動産管理

業務費の支払 21,090 営業未払金 9,902

不動産の賃貸 2,948 営業未収入金 1,081

賃貸料の預り 696,631 預り金 939,935
資産運用

会社の利害
関係人等

合同会社
エス・ケー・ビー1号

特別目的
会社 － 不動産信託

受益権の取得 5,400,000 － －

資産運用
会社の利害
関係人等

合同会社
エス・ケー・ビー3号

特別目的
会社 － 不動産信託

受益権の取得 10,040,000 － －

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社サンケイビル
マネジメント

不動産
管理業 －

不動産管理
業務費の支払 6,790 営業未払金 1,973
建物設備管理
業務費の支払 109,015 営業未払金 38,146

修繕費の支払 39,008 営業未払金 18,538
資産運用

会社の利害
関係人等

株式会社グランビスタ
ホテル＆リゾート 観光業 － 不動産の賃貸 324,435 － －

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社フジ・メディア・
ホールディングス

情報・
通信業 － 借地料の支払 683 営業未払金 113

資産運用
会社の利害
関係人等

株式会社産業経済新聞社 情報・
通信業 － 借地料の支払 1,131 営業未払金 378

資産保管
会社 三井住友信託銀行株式会社

銀行業
及び

信託業
－

資金の借入れ 3,200,000
短期借入金 416,000

長期借入金 2,784,000

利息の支払 5,248 未払費用 2,368
（注1） 開示対象となる関連当事者との取引のうち、重要な取引を含む関連当事者との取引を開示しています。
（注2） 上記金額のうち、取引金額には消費税額は含まれていませんが、期末残高には含まれています。なお、千円未満を切り捨てて表示しています。
（注3） 取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
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Ⅶ．独立監査人の監査報告書
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Ⅵ．金銭の分配に係る計算書

前期（ご参考）
自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

Ⅰ．当期未処分利益 335,209,333円 1,068,783,044円

Ⅱ．分配金の額 335,200,400円 1,068,616,000円

(投資口1口当たり分配金の額) （1,399円） （2,995円）

Ⅲ．次期繰越利益 8,933円 167,044円

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第36条第1項に定
める金銭の分配の方針に従い、分配金
の額は利益の金額を限度とし、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
のとしております。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239,600口の整数
倍の最大値となる335,200,400円を
利益分配金として分配することとしま
した。
　なお、本投資法人の規約第36条第2
項に定める利益を超えた金銭の分配は
行いません。

　本投資法人の規約第36条第1項に定
める金銭の分配の方針に従い、分配金
の額は利益の金額を限度とし、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
のとしております。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356,800口の整数
倍の最大値となる1,068,616,000円を
利益分配金として分配することとしま
した。
　なお、本投資法人の規約第36条第2
項に定める利益を超えた金銭の分配は
行いません。
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（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　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

キャッシュ・フロー計算書における資
金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資
金（現金及び現金同等物）は、手許現
金及び信託現金、随時引き出し可能な
預金及び信託預金並びに容易に換金
が可能であり、かつ、価値の変動につ
いて僅少の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います。

キャッシュ・フロー計算書における資
金（現金及び現金同等物）は、手許現
金及び信託現金、随時引き出し可能な
預金及び信託預金並びに容易に換金
が可能であり、かつ、価値の変動につ
いて僅少の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います。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）（参考情報）
前期

自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29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

（単位：千円）

現金及び預金 1,998,469
信託現金及び信託預金 1,432,427
現金及び現金同等物 3,430,897

※1．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係

（単位：千円）

現金及び預金 3,778,564
信託現金及び信託預金 3,099,144
現金及び現金同等物 6,877,708
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Ⅷ．キャッシュ･フロー計算書（参考情報）

（単位：千円）

前期
自　2018年11月19日
至　2019年 8 月31日

当期
自　2019年 9 月 1 日
至　2020年 2 月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 336,537 1,069,729
減価償却費 124,798 216,818
投資口交付費 99,593 12,502
受取利息 △14 △30
支払利息 35,827 56,039
営業未収入金の増減額（△は増加） △326,641 264,097
未収消費税等の増減額（△は増加） △633,870 264,614
前払費用の増減額（△は増加） △38,009 △3,188
営業未払金の増減額（△は減少） 126,768 △244,671
未払金の増減額（△は減少） 159,533 △17,959
前受金の増減額（△は減少） 176,601 164,823
預り金の増減額（△は減少） 200,343 750,659
長期前払費用の増減額（△は増加） △40,386 △19,491
その他の資産の増減額（△は増加） △426 △341,646
小計 220,654 2,172,297
利息の受取額 14 30
利息の支払額 △19,639 △47,352
法人税等の支払額 △2 △1,351
営業活動によるキャッシュ・フロー 201,026 2,123,623
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 △2,574,113 △22,088
信託有形固定資産の取得による支出 △41,527,340 △24,360,331
預り敷金及び保証金の受入による収入 90,944 1,017
預り敷金及び保証金の返還による支出 △21 △217
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 1,927,822 1,012,067
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △7,062 △18,904
敷金及び保証金の差入による支出 △10,000 －
その他 △9,400 －
投資活動によるキャッシュ・フロー △42,109,171 △23,388,457
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 6,010,169 1,056,000
短期借入金の返済による支出 △1,096,433 △1,213,736
長期借入れによる収入 17,400,000 11,800,000
投資口の発行による収入 23,025,306 13,403,498
分配金の支払額 － △334,117
財務活動によるキャッシュ・フロー 45,339,042 24,711,645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,430,897 3,446,811
現金及び現金同等物の期首残高 － 3,430,897
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,430,897 6,877,708

（注）キャッシュ・フロー計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成し、参考情報として添付
しています。このキャッシュ・フロー計算書は、「投資信託及び投資法人に関する法律」第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象ではないため、会計
監査人の監査は受けていません。
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https://www.s-reit.co.jp/
サンケイリアルエステート投資法人では、ホームページを通
じて、最新情報、決算情報や予想分配金の情報など様々な情
報を公開しています。また、スマートフォンからもご覧いた
だけます。

2月期決算期日 2月期決算発表

2月期分配金支払開始
2月期資産運用報告発送

8月期分配金支払開始
8月期資産運用報告発送

8月期決算期日 8月期決算発表

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

決 算 期 日 毎年2月末日、8月末日

分 配 金 支 払 確 定 基 準日 毎年2月末日、8月末日（分配金は支払確定基準日より3ヶ月以内にお支払いします。）

上 場 金 融 商 品 取 引 所 東京証券取引所（銘柄コード：2972）

投 資 主 総 会 原則として、2年に1回以上開催

公 告 掲 載 新 聞 日本経済新聞

投 資 主 名 簿 等 管 理 人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号　みずほ信託銀行株式会社

同 事 務 取 扱 場 所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
■郵便物送付先
〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
■電話お問い合わせ先

 0120-288-324（平日9：00～17：00）

投 資 主 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

ホームページのご案内

IRカレンダー

投資主メモ

投資口価格の推移

➡口座を開設されている証券会社へご連絡ください。
➡証券会社に口座を開設されていない場合やその他お問い合わせは、
　みずほ信託銀行株式会社 証券代行部（0120-288-324）までご連絡ください。

■住所、氏名、分配金のお受取方法等の変更手続きについて

分配金は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）にお持ちいただくことでお受取り
いただけます。

受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、みずほ信託銀行株式会社 証券代行部へご
郵送いただくか、同行の本支店窓口にてお受取りください（ご郵送先等については、P45 の「投資主メモ」を
ご参照ください。）。
分配金は本投資法人の規約により、分配金支払い開始の日から満 3 年を経過しますとお支払いできなくなります
ので、お早めにお受取りください。

■分配金のお受取りについて

➡みずほ信託銀行株式会社 証券代行部（0120-288-324）までご連絡ください。

■特別口座で管理されている投資口に関する各種お手続きについて

➡お取引の証券会社までお問い合わせください。

➡下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
　みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
　  0120-288-324

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。

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けいただく必要がございます。

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けに関する問い合わせ先
証券口座にて投資口を管理されている投資主様

証券会社とのお取引がない投資主様

支払調書 ＊分配金に関する支払調書

■投資口に関する「マイナンバー制度」のご案内
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※ 「東証REIT指数」は、2019年3月12日の東証REIT指数の終値を同日の本投資法人の投資口価格の終値100,700円と同数値と仮定して、同日以降の推移を記載し 
ています。

投資主の構成

所有者別
投資主数の割合

所有者別
投資口数の割合

（2020年2月末日時点）

個人・その他
7,585名

（96.6%）

外国法人等
62名

（0.7%）

金融機関
55名

（0.7%）

証券会社
4,377口

（1.2%）

金融機関 
228,071口

（63.9%）

個人・その他
52,389口

（14.6%）

その他国内法人
16,161口

（4.5%）

外国法人等
55,802口

（15.6%）

証券会社
19名

（0.2%）

その他国内法人
127名

（1.6%）

総投資口数
356,800口

総投資主数
7,848名

4544


