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投資主メモ
決算期日 毎年6月30日・12月31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

分配金支払い確定基準日 毎年6月30日・12月31日
（分配金は支払い確定基準日より3ヵ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：3487）

公告掲載新聞 日本経済新聞

投資主名簿等管理人・
特別口座管理機関

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
（郵便物送付先及び照会先）

〒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 0120-288-324（フリーダイヤル）

『マイナンバー制度』のご案内

支払調書 配当金に関する支払調書

マイナンバーの
お届出に関する
お問い合わせ先

証券口座にて投資口を管理されている投資主の皆様
お取引の証券会社までお問い合わせください。
証券会社とのお取引がない投資主の皆様
下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
みずほ信託銀行　証券代行部　フリーダイヤル 0120-84-0178

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

分配金計算書について
分配金支払いの際に送付しています「分配金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく
「支払通知書」を兼ねています。なお、分配金領収証にて分配金をお受取りの投資主様に
つきましても、「分配金計算書」を同封させていただいています。但し、株式数比例配分方
式を選択されている場合は、お取引の証券会社等へご確認ください。

分配金に関する手続きについて
分配金は、分配金領収証をお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局
（銀行代理業者）にお持ちいただくことにより、お受取りいただけます。受取期間を過ぎ
た場合は、分配金領収証の裏面に受取方法をご指定のうえ、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、同信託銀行またはみずほ銀行株式会社の本支店窓口にて
お受取りください。また、今後の分配金に関して、銀行等預金口座への振込みのご指定等
の手続きをご希望の方は、お取引の証券会社等へご連絡ください。

住所、氏名、届出印等の変更手続きについて
住所、氏名、届出印等の変更手続きについては、お取引の証券会社へお申し出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されている投資主様は、特別口座管理
機関であるみずほ信託銀行株式会社証券代行部へお申し出ください。

第9期
資産運用報告
自 2020年7月1日　至 2020年12月31日

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
https://cre-reit.co.jp/

証券コード：3487

オンライン説明会のご案内

資産運用会社 代表取締役社長の伊藤毅が、オンライン説明会にて、本投資法人の決算内容、特徴、成長戦略等
についてご説明させていただきます。是非ご参加ください。

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　説明会
【日　　時】 2021年4月7日（水）19時～20時 
【出 演 者】 ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 伊藤 毅
【参加方法】 右のQRコードでアクセス後、当該セミナーをクリック
  又は、SBI証券ホームページhttps://www.sbisec.co.jp/のトップメニュー内 

「セミナー」よりアクセスしてください。
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　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ＣＲＥロジスティクスファンド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2018年2月7日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場し、このたび上場
後6期目の決算期（第9期）を迎えることとなりました。また、2021年1月には第4回公募増資を行
い、物流関連施設3物件を新たに取得し、4期連続の着実な成長を実現しました。これもひとえに投
資主の皆様のご支援の賜物と、感謝申し上げます。
　当期においては、第3回公募増資時に取得した3物件が新たに加わり保有物件数は16物件となり、
いずれも100%稼働により着実な運用を行いました。その結果、当期の業績は、営業収益2,603
百万円（前期比＋573百万円）、営業利益1,523百万円（同＋372百万円）、当期純利益1,298百万
円（同＋329百万円）となりました。分配金については、保有物件に係る減価償却費の30%相当と
なる137百万円を当期純利益に上乗せした結果、分配金総額は1,436百万円（同＋364百万円）と
なり、投資口1口当たりの分配金は従来予想である3,297円を95円上回る3,392円となりました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本経済のみならず世界経済に更なる減退が生じ、企
業業績が悪化することには留意する必要があると思われるものの、通信販売・電子商取引の更なる
拡大や、荷主企業による「サプライ・チェーンの寸断等の不測の事態に備えた在庫量の積み増し」
が起きることに伴い、物流不動産の賃貸市場については今後も堅調に推移するものと考えています。
　本投資法人の保有資産に係る各テナントとの間の賃貸借契約は、全て固定賃料を採用しており、
2021年2月17日現在、テナントから稼働状況や収支の悪化に起因した賃料減額や支払猶予の申入れ
はなく、結果として支払期日までに契約賃料全額を収受できています。本投資法人の保有資産にお
いて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響は特段存せず、本投資法人のキャッシュ・フロー
は引き続き安定的であるものと本投資法人は考えています。
　投資主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ
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ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社 代表取締役社長

伊藤 毅
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分配金実績（1口当たり）

3,392円第9期
（2020年12月期）

（予想対比＋95円）

本投資法人は、物流不動産分野において
50年以上の事業経験を有するＣＲＥグループ(注)の総合力を活かし、
テナントニーズに応える良質な物流関連施設への投資により、
安定的なキャッシュ･フローを創出し、投資主価値の向上を目指します。

ロジスクエア狭山日高

分配金予想（1口当たり）

3,374円

3,504円

第10期
（2021年6月期）

第11期
（2021年12月期）

物件数

16物件

19物件

第9期末

2021年1月19日時点

資産規模（取得価格総額）

915億円

1,123億円

第9期末

2021年1月19日時点

稼働率

100.0％第9期末

（注）「ＣＲＥグループ」とは、株式会社シーアールイー（以下「ＣＲＥ」といいます。）及びそのグループ会社をいいます。
ＣＲＥグループは、ＣＲＥ並びにその子会社及び関連会社で構成されます。
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トップメッセージ

　2021年1月に上場後4回目となる公募増資を実施し、同月に
新たに3物件の物流関連施設を取得しました。今回の公募増資の
ポイントについて、ご説明いたします。

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社 
代表取締役社長

伊藤 毅

第4回 公募増資の実施について
　4回の公募増資を経て、1口当たり分配金（DPU）
は2019年6月期の2,952円から年率7.1％増加す
る見込みです。
　また、第4回の公募増資では、これまでの公募増
資と同様にDPU成長だけではなく、LTV（借入金の
総資産に対する割合）を低減させることにも取り
組みました。当期末のLTVは45.0％でしたが、
2021年12月期末は44.7％まで低減する見込みで
す。本投資法人は上場直後の2018年6月期末の
LTVは49.3％と他の物流施設特化型リートより高
い水準でしたが、現在は遜色のない水準まで低下しています。今後は、従来通りLTVの水準は45％程度での
運用としますが、市場環境に応じて低減を図る方針です。
　加えて、資産規模（取得価格合計）は、4回の物件取得により、上場時の477億円から1,123億円と2.4倍に
成長しました。今後も投資主価値向上を伴いながら、ＣＲＥグループとの連携のもと、着実に成長させる方
針です。
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　本投資法人は、2019年7月の上場後第1回公募増資以降、4期連続で公募増資を行ってまいりました。第3
回公募増資後も投資口価格は変動がやや大きいボラタイルな状況ではあったものの、1口当たりNAV（保有
物件の含み益を加味した1口当たり純資産）を上回る水準で推移し、また、巣ごもり消費の急速な拡大によっ
て今後さらに賃貸物流施設に対する高い需要が見込まれ、賃貸物流施設への投資意欲も高まることが見込
まれたことから、第4回公募増資を実施いたしました。
　2018年2月7日上場時の時価総額は254億円（発行済投資口の総口数231,150口×投資口価格110,000
円）でしたが、2021年2月16日時点の時価総額は796億円（発行済投資口の総口数500,150口×投資口価格
終値159,300円）と約3.1倍に成長することができました。運用する資金量の大きい機関投資家は、日々の出
来高が少ない銘柄には投資を控える傾向があり、増資によって時価総額を増加させ、出来高を多くすること
により投資家層の拡大にも寄与するものと考えています。

1. 2018年2月に上場して以降、4回の公募増資を通じて着実に成長

2021年1月19日 第4回PO
　発行価格 146,835円
　発行価格の総額（注1）  112億円
　物件取得 3物件207億円

2020年7月13日 第3回PO
　発行価格 147,828円
　発行価格の総額（注1）    112億円
　物件取得 3物件179億円

2020年1月21日 第2回PO
　発行価格 142,837円
　発行価格の総額 125億円
　物件取得 4物件195億円

2019年7月16日 第１回PO
　発行価格 117,975円
　発行価格の総額 33億円
　物件取得 2物件63億円

2018年2月7日上場
　発行価格 110,000円
　発行価格の総額　177億円

2018年8月
投資口累積投資制度を導入

2019年9月27日
投資主総会にて資産運用
報酬の改定を決議

2020年9月8日
グリーンボンドを
発行

2020年5月29日
MSCI Global Small 
Cap Indexに組入れ

2020年3月31日
新たにR&IよりＡ－の
格付を取得

2020年9月18日
FTSEグローバル
株式指数シリーズ
に組入れ
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2019年7月17日
スポンサー・本資産運用会社の各社長が本投資口を取得

役職・氏名
ＣＲＥ代表取締役社長 亀山 忠秀
本資産運用会社 代表取締役社長 伊藤 毅

取得口数
500口

1,000口

（円） （％）
1口当たりNAV　　　　　東証REIT指数（注2）　　　　　本投資法人投資口価格　　　　　分配金利回り（右軸）
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3,3513,351
2,9522,952 3,0123,012 3,0863,086

3,2973,297 3,3033,303
3,4833,483

■ 2021/1/4付予想
■ 2021/2/16付予想
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■ 上場以降の投資口価格（終値）推移

■ 1口当たり分配金（DPU）
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年率＋33.0％
2.4倍

年率＋33.0％

477477 477477 477477 541541
736736

915915

（億円）

■ 資産規模

（注1）第3回PO及び第4回POの発行価格の総額には第三者割当を含みます。
（注2）東京証券取引所における東証REIT指数の終値の推移は、本投資法人の上場日（2018年2月7日）の東証REIT指数の終値（1,664.83pt）を本投資法人の上場時の発行価格

（1口当たり110,000円）と同一の数値であると仮定して相対化した数値の推移を示しています。
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トップメッセージ

　本投資法人の保有物件は全て固定賃料
（テナントの売上高等に合わせて変動しな
い定額の賃料）を採用していますが、2021
年2月17日現在、テナントから稼働状況や
収支の悪化に起因した支払猶予や賃料減
額の申入れはなく、契約賃料全額を支払期
日までに収受しています。
　また、2020年12月末日時点の物流施設
賃貸市場における首都圏の空室率は
0.19％と過去最低水準にあり、賃貸需要は
継続して堅調に推移しています。
　2021年は調査以来で最高となる約88万
坪の新規供給が計画されていますが、現時
点での内定率は2019年末を上回る約65%
との情報があることから、しばらくは高稼
働率が継続するものと考えています。
　
　また、本投資法人の保有物件に入居するテナントの業種は物流業が多く、その取扱い荷物も食品・飲料、日
用品等の消費財が多くを占めており、これらの荷物はコロナ禍での影響を受けにくい荷物と考えられます。

ロジスクエア狭山日高 ロジスクエア川越Ⅱ ロジスクエア神戸西
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倉庫・運輸関連業
5.1%

製造業
2.3%

医薬品
2.4%

情報・通信業
3.3%

卸売業
10.3%

不動産業
（CRE）
18.4%

陸運業
58.1%

エンドユーザにおける
物流業の割合
73.7％

3. 新型コロナウイルス感染症拡大後もキャッシュ・フローは安定的

　また、以下のグラフのとおり、4回の物件取得により、テナント分散の進展を図ることができました。

　今後も投資主価値向上を第一に考え、着実に資産運用に取り組んでまいりますので、引き続き変わらぬご
支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

テナント数

23

上位5テナント
43.2％

テナント数

10

上位5テナント
67.8％

日用品
14.6%

機械・部品
13.2%

インテリア商材
10.9%

家具
7.9%

アパレル
6.0%

娯楽用具・玩具
5.4%

書籍
5.3%

包装材
5.1%

医薬品
4.5%

家電
4.4%

その他
3.6%

食品・飲料
19.2%
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3月12月9月6月 12月9月6月
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3月 12月9月6月

2016年
6月 12月9月

稼働面積 空室面積 空室率（右軸）

0.19％

■ 上場時7物件

■ テナント業種（注2）

■ 首都圏における空室率

■ 新規取得資産取得後19物件

■ テナントの取扱い荷物（注3）

（注1）賃貸面積ベース。
（注2）外円はエンドユーザの業種を表しています。
（注3）取扱い荷物については、目視あるいはヒアリング結果に基づく集計であり、主要な品目のみ記載しています。

　第4回公募増資を通じて新たに取得したロジスクエア狭山日高、ロジスクエア川越Ⅱ、ロジスクエア神戸
西の3物件は、スポンサーであるＣＲＥが開発した物件であり、既存物件と同様に、築浅・高稼働の特徴を有
しており、ポートフォリオの質の向上に寄与しました。

2. ロジスクエアへの投資によりポートフォリオの質が向上

第9期末
（2020年12月期末）

新規取得資産
取得後

物件数 16物件 19物件

取得価格 91,527百万円 112,316百万円

平均鑑定NOI利回り 4.8% 4.8%

テナント数 20件 23件

平均築年数 4.5年 3.8年

稼働率 100.0% 100.0%

ＣＲＥ開発比率 100.0% 100.0%

出所： 株式会社シーアールイー「倉庫・物流不動産ロジスクエアマーケットレポート
2020年12月」に基づき本資産運用会社が作成



ロジスクエア狭山日高（準共有持分80％）M-15
ICから約0.7kmと好立地。テナントのBCP対策にも寄与するロジスクエア 圏央道・関越自動車道双方にアクセス可能なロジスクエア

ロジスクエア川越ⅡM-16

新規取得資産

所在地 埼玉県川越市大字下小坂字上谷110番地1他

アクセス
圏央道「坂戸」IC約3.6km
関越自動車道「川越」IC約7.0km
関越自動車道「鶴ヶ島」IC約7.0km

取得価格 3,244百万円

延床面積 14,281.38m2

総賃貸可能面積 14,281.38m2

所在地 兵庫県神戸市西区見津が丘三丁目10番地4

アクセス
神戸淡路鳴門自動車道・山陽自動車道
「神戸西」IC約1.6km

取得価格 3,479百万円

延床面積 16,006.20m2

総賃貸可能面積 16,023.00m2

所在地 埼玉県飯能市大字芦苅場字久保12番地1他

アクセス 圏央道「狭山日高」IC約0.7km

取得価格 14,066百万円

延床面積 73,728.44m2

総賃貸可能面積 71,211.10m2

物件の特徴

物件の特徴

物件の特徴

 ■圏央道「狭山日高」ICより約0.7kmに位置しており、国道407
号へのアクセスにも優れた好立地。周辺は倉庫・工場等が多
く、24時間稼働が可能。
 ■1-4階は倉庫、5階は事務所・カフェテリア等を配置。ワンフ
ロアが約18,000m2、2階及び3階部分へ大型車両が直接乗り
入れ可能なランプウェイを設け、トラックバースを1階、2階
及び3階に計120台分備える。
 ■最上階の5階には約150人が同時に利用できるカフェテリア
や売店スペース、富士山も眺望できる屋上テラス等の共用ア
メニティを配置。

 ■神戸淡路鳴門自動車道・山陽自動車道「神戸西」ICより約
1.6kmに位置。「神戸複合産業団地（神戸テクノ・ロジス
ティックパーク）」に立地し、周辺は倉庫・工場が多く24時間
稼働が可能。
 ■京都方面へは山陽自動車道から2018年に開通した新名神高
速道路ルートと、従来の中国自動車道・名神高速道路ルート
の2ルートから選べるようになり利便性が向上したことによ
り、神戸市、大阪市、京都市の関西主要都市のみならず、岡山
県、徳島県も含めた広域物流拠点立地として優れています。

 ■圏央道「坂戸」ICより約3.6km、関越自動車道「川越」ICより約
7.0km、同じく「鶴ヶ島」ICより約7.0kmに位置しており、主
要幹線道路である国道254号へのアクセスにも優れた好立
地。
 ■緊急地震速報システムの導入、AEDの設置や、万一の火災時
における延焼拡大防止対策として自動火災報知設備に断路
器を設置することで、入居テナントのBCP（事業継続計画）へ
配慮。

ランプウェイ型

シングル
首都圏 圏央道

国道407号
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埼玉県
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ロジスクエア狭山日高

低層型
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太陽光
発電の

自家消費
BELS

★★★★★

関西圏の広域物流拠点として24時間稼働も可能なロジスクエア
ロジスクエア神戸西O-3
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ロジスクエアに重点をおいたポートフォリオ1 長期安定的な資産運用2
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人の特徴

稼働率

平均

100.0％

築浅・高稼働の質の高い物件を有しています

高い需要が見込まれ、テナントの労働力確保にも寄与する優れた立地にあります

ロジスクエア三芳

明確な外部成長戦略3 本投資法人は、ＣＲＥとのスポンサー契約（注4）により、ＣＲＥが自社で開発し保有する
物流関連施設の全てについて取得する機会の提供を受けます

ＣＲＥ開発比率

100.0％

ＣＲＥ開発比率

ＣＲＥの強力なスポンサーサポートを活用し、物件を取得しています

テナント構成比率（注3）

シングル比率

78.5％

マルチ
21.5％

シングル
78.5％

5年以上
10年未満
46.6％

平均

5.3年

5年未満
50.4％

10年以上
3.0％

賃貸借残存期間

テナントの専用センターとして使用することで長い賃貸借契約を締結し、
長期安定的な運用を推進します

ＣＲＥによって開発され、テナントニーズに応える良質な物流関連施設であるロジスクエア
に投資

長期賃貸借契約とＣＲＥの高い管理能力

首都圏以外
6.8％

首都圏
93.2％

首都圏比率

93.2％

首都圏比率

徒歩
10分以内
84.5％徒歩10分以内

84.5％

徒歩
10分超
15.5％

公共交通機関からの所要時間

（注1）保有不動産の比率（取得価格ベース）を示しています。 
（注2） 2021年1月19日現在、新規取得資産を含みます。築年数、賃貸借残存期間のみ、

2020年12月末を基準に記載しています。
（注3） 「シングル」とは、入居テナント数が1であることをいい、「マルチ」とは入居テナ

ント数が2以上であることをいいます。以下同じです。
（注4）スポンサーサポート契約に定める適用除外事由に該当する場合を除きます。

5年以上
10年未満
11.7％

3年以上
5年未満
41.1％

3年未満
41.5％

10年以上
5.7％

平均

3.8年

築年数

1110
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（千㎡ ） 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2013年7月期 2014年7月期 2015年7月期 2016年7月期 2017年7月期 2018年7月期 2019年7月期 2021年7月期
（計画）

2020年7月期

1919 1616

8

118

167

220
248 267 283

358

477477

542542
576576

703703
106106

128128

3333

6565

119119

7575

5353

4949

110110

2929

809809

ＣＲＥの開発力

不動産証券化黎明期より開発

34物件、約78万㎡の開発実績

物流不動産の証券化黎明期より開発を行い、リート組入れ可能な施設開発のノウハウを蓄積

（注） 上記には保有資産以外の物件も含まれますが、本投資法人はＣＲＥグループとの間で保有資産以外の上記各資産について具体的な交渉を行っておらず、現時点にお いて取得する予定はなく、また今後取得できる保証もありません。また、第三者に売却済の物件も含まれます。更に、ＣＲＥ開発物件（予定）については2021年2月17日現在、
開発は完了しておらず、完成予想図、延床面積及び開発完了時期は2021年2月17日現在の計画に基づくものであり、実際とは異なる場合があります。なお、上記物件 は、建物竣工時点を開発完了時点として記載しています。

物流
リートの
上場時期

2005年5月

初の物流施設特化型
リートの上場

2012年12月 2016年2月 2017年9月 2019年12月9月2013年2月 8月 2018年2月

本投資法人上場

ロジスクエア日高

ロジスクエア加須Ⅰ

ロジスクエア松崎Ⅱ

ロジスクエア市川田尻

ロジスクエア加須Ⅱ

ロジスクエア所沢

ロジスクエア相模原

ロジスクエア八千代

ロジスクエア鳥栖Ⅱ
ロジスクエア久喜

ロジスクエア羽生

ロジスクエア守谷

ロジスクエア新座

ロジスクエア浦和美園

ロジスクエア久喜Ⅱ

ロジスクエア神戸西

ロジスクエア狭山日高

ロジスクエア三芳ロジスクエア上尾

ロジスクエア川越Ⅱ

ロジスクエア千歳

ロジスクエア鳥栖

ロジスクエア川越

ロジスクエア春日部

ロジスクエア草加
ロジスクエア八潮

横浜福浦物流センター

ロジスクエア松崎Ⅰ

ロジスクエア鳥栖Ⅰ

ロジスクエア三郷

ロジスクエア千葉北Ⅱ

ロジスクエア瑞穂B

累積延床面積

期中に開発が完了した又は
完了する予定の物件の延床面積合計
コマーシャル・アールイー開発物件

ＣＲＥ開発物件

コマーシャル・アールイーと
ケネディクスとの共同開発物件
ＣＲＥ開発物件（予定）

他リート保有物件

本投資法人保有資産
新規取得資産
優先交渉物件

ロジスクエア瑞穂A

12 13

ロジスクエア三芳Ⅱ

ロジスクエア大阪交野

富山BTS型倉庫



成長戦略

将来の外部成長を可能とする豊富なパイプライン
ＣＲＥグループとの連携のもと、継続的な分配金成長を目指し、今後も適正な価格での物件取得を推進

（注）スポンサーサポート契約に定める適用除外事由に該当する場合を除きます。

パイプライン（注1） ＣＲＥにおける開発中物件

合計9物件 延床面積230,313㎡（注2）+α（埼玉県ふじみ野市物件）

原則としてＣＲＥが開発し保有する物流関連施設
の全てについて取得する機会の提供を受ける（注）

①竣工（予定）年月　②（予定）延床面積　③所在地　　■ 優先交渉物件

三井住友銀行
24.7%

みずほ銀行
19.8%

日本政策投資銀行
13.3%

りそな銀行
9.2%

三菱ＵＦＪ銀行
7.0%

三井住友信託銀行
6.0%

福岡銀行
2.4%

新生銀行
2.4%

投資法人債
（グリーンボンド）

3.7%

西日本シティ銀行
8.1%

百十四銀行
0.9%

富山銀行
0.6%

NEW!あおぞら銀行
1.9%

NEW!

減価償却費

当期純利益

利益超過分配

利益超過
分配金を

含まない分配

減価償却費の
30％相当を目途

賃
貸
収
入

賃貸事業費・
販管費等

物流関連施設は、土地建物価格に占める建物価格比率が高いと
いう特性を有し、減価償却費が他のアセットクラスに比較して
高めに計上される傾向にあります。そこで、本投資法人は、修繕
や資本的支出への活用の他、借入金の返済、新規物件の取得資
金への充当などの他の選択肢についても検討の上、原則として
毎期継続的に利益を超えた金銭を分配する方針です（以下「継
続的な利益超過分配」といいます。）。
継続的な利益超過分配の水準は、当面の間、当該営業期間の減
価償却費の30％に相当する金額を目途としますが、一時的に
1口当たり分配金の水準が一定程度減少することが見込まれ
る場合には、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的
として、当該30％相当額の範囲内において柔軟に運用し、各期
における利益超過分配の水準は総合的に判断して決定します。

3,5743,574

5,5805,580

7,1007,100

2,5502,550
3,5003,5003,8243,824

2,4002,400
2,9002,900 3,1053,105

5,6005,600

3,4003,4003,6803,680 3,6803,680

1,7501,750

■投資法人債（グリーンボンド）　■既存借入金　■新規借入れ

6,5006,500

2021年
6月期

2021年
12月期

2022年
6月期

2022年
12月期

2023年
6月期

2023年
12月期

2024年
6月期

2024年
12月期

2025年
6月期

2025年
12月期

2026年
6月期

2026年
12月期

2027年
12月期

2027年
6月期

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
（百万円）

2021年7月まで返済期限の
到来する有利子負債はなし

1,9001,900
4,5004,500

2,0002,000

3,6803,680

（注1）2021年2月末日現在。LTVのみ2020年12月末日現在。
（注2）1年以内に返済期限が到来する長期借入金は長期負債に含めています。

安定的かつ健全な財務基盤を構築することを基本方針とし、LTVについては 
原則として50％を上限としています。
2021年1月に、物件取得に伴い9,900百万円の新規借入れを実施しました。

100.0%

長期負債比率（注2）

96.5%

固定金利比率

A-（安定的）

格付（R&I）

45.0%

LTV

（2021年12月期末予想44.7%）

返済期限の分散状況

利益を超える金銭の分配

新たに2行から借入れを実施

財務方針

①2023年春頃 ②15,654㎡ ③千葉県松戸市
ロジスクエア松戸

①2023年1月 ②45,083㎡ ③大阪府枚方市
ロジスクエア枚方

計画中

①2022年秋頃 ②20,000～33,000㎡ ③千葉県白井市
白井市中開発計画

①2022年以降 ②未定（敷地123,389㎡） ③埼玉県ふじみ野市
名称未定

計画中

①2023年3月 ②18,200㎡ ③神奈川県愛川町
ロジスクエア厚木Ⅰ

計画中

①2024年夏頃 ②18,000～20,000㎡ ③神奈川県厚木市
ロジスクエア厚木Ⅱ

計画中

計画中

ロジスクエア狭山日高（20％）
①2020年5月 ②73,728.44㎡（14,745.69㎡） ③埼玉県飯能市

ロジスクエア三芳Ⅱ
①2021年3月 ②18,096㎡ ③埼玉県三芳町

ロジスクエア大阪交野
①2021年1月 ②80,534.54㎡ ③大阪府交野市

（注1） 2021年2月17日現在、本投資法人はＣＲＥグループとの間でパイプラインについて具体的な交渉を行っておらず、現時点において取得する予定はなく、また今後取
得できる保証もありません。なお、2021年2月17日現在のパイプラインを記載していますが、優先的売買交渉権はこれらの物件以外にも随時付与され、また、ＣＲＥ
グループはこれらの物件以外についても随時開発を進めていきます。

（注2） パイプラインの合計（予定）延床面積は、白井市中開発計画及びロジスクエア厚木Ⅱについては予定延床面積に関する下限値を、ロジスクエア狭山日高（20％）は準共
有持分割合（20％）に相当する数値を用いて算出しています。

（出所） 株式会社シーアールイー「2021年7月期第1四
半期決算説明資料」（2020年12月11日）、「物
流施設『ロジスクエア厚木Ⅰ』開発に着手」
（2020年12月17日）及び「物流施設『ロジスク
エア松戸』開発に着手」（2021年2月1日）に基
づき本資産運用会社が作成
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1,200,000

■開発見込プロジェクト
■公表済
■着手済

2021年7月期以降

ロジスクエア厚木Ⅱ
ロジスクエア松戸
ロジスクエア厚木Ⅰ
ロジスクエア枚方
白井市中開発計画

ＣＲＥグループにて
地権者等と契約済または
優先的に交渉中の
プロジェクト

名称未定
（埼玉県ふじみ野市物件）

ロジスクエア三芳Ⅱ
ロジスクエア大阪交野

（㎡）
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（注）2020年12月末日現在。2020年12月末日現在の本資産運用会社の従業員12
名は、同時点で本投資口を合計116口保有しています。また、各保有口数は1口
未満を切り捨てて記載しています。

（注）2020年12月末日現在

役職 氏名 保有口数（注）

ＣＲＥ 代表取締役社長 亀山 忠秀 722 口

本資産
運用会社

代表取締役社長 伊藤 毅 1,125 口

常務取締役 岡 武志 60 口

従業員12名中10名が本投資口を保有

区分 人数（注）

常勤取締役 2名

従業員 12名

内、ＣＲＥからの出向者 ―

合計 14名

変更前 変更後

運用報酬1 総資産額×0.4％ （上限） 　　　総資産額×0.325％ （上限）

運用報酬2 税引前当期純利益×5.0％（上限） 　　　税引前当期純利益×4.0％ （上限）

運用報酬3 ― 　　　1口当たり当期純利益×10,000

取得時報酬 取得価額×1.0％ （上限）
（利害関係者との取引は0.5％ （上限））

　　　取得価額×1.0％ （上限）
　　　  （利害関係者との取引は0.5％ （上限））

売却時報酬 売却価額×0.5％ （上限） 　　　　　　　　　―

減額

減額

新設

廃止

ESGへの取り組み

物件名 BELS CASBEE 太陽光パネルの設置 サンドイッチパネル LED照明

屋根を賃貸し、賃借人が太陽
光パネルを設置し発電するこ
とによって、自然エネルギー
創出に貢献。

外壁にデザイン性と断熱効果
の高いサンドイッチパネルを
採用し、冷暖房設備設置時の
熱負荷を低減。

CO2削減のみならず、テナン
ト負担となる電気代の削減、
照明の取替コストの削減、就
労環境の改善等にも寄与。

M- 1 ロジスクエア久喜 ★★★★★ 埼玉県Aランク ○ ○ ○

M- 2 ロジスクエア羽生 ★★★★★ 埼玉県B+ランク ○ ○ ○

M- 3 ロジスクエア久喜Ⅱ ★★★★★ 埼玉県Aランク ○ ○ ○

M- 4 ロジスクエア浦和美園 ★★★★★ 埼玉県Aランク ― ○ ○

M- 5 ロジスクエア新座 ★★★★★ 埼玉県Aランク ○ ○ ○

M- 6 ロジスクエア守谷 ★★★★★ ― ○ ○ ○

M- 7 ロジスクエア川越 ★★★★ ― ― ○ ○

M- 8 ロジスクエア春日部 ★★★★★ 埼玉県Aランク ○ ○ ○

M- 9 ロジスクエア草加 ― 埼玉県Aランク ○ ○ ―

M-10 ロジスクエア八潮 ― 埼玉県Aランク ○ ○ ―

M-11 ロジスクエア瑞穂Ａ ― ― ― ― ―

M-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ ― ― ― ― ―

M-13 ロジスクエア上尾 ★★★★★ 埼玉県Aランク ○ ○ ○

M-14 ロジスクエア三芳 ★★★★★ 埼玉県Aランク ○ ○ ○

M-15 ロジスクエア狭山日高 ★★★★ 埼玉県Aランク ○ ○ ○

M-16 ロジスクエア川越Ⅱ ★★★★★ ― ○ ○ ○

O-1 ロジスクエア鳥栖 ★★★★★ ― ― ○ ○

O-2 ロジスクエア千歳 ★★★★★ ― ― ○ ○

O-3 ロジスクエア神戸西 ★★★★ 神戸Aランク ○ ○ ○

取得/導入率 82.6％ 81.0％ 77.7％ 94.3％ 82.6％

Environment　環境への取り組み Social　社会への取り組み

Governance　ガバナンス

物件の価値を高める取り組み

施設内で消費する電力の一部を、太陽光発
電した電力で賄う

太陽光発電の自家消費
施設内に人感センサーを設置し、省エネル
ギーを推進

人感センサーの設置
節水性能の高い衛生器具を設置することで、
節水に取り組む

節水型衛生器具の設置

テナントの事業継続性・快適性の向上

投資家への積極的な情報発信 地域・社会の発展への貢献

役職員への取り組み

井戸水を利用した屋根散水設備を設置し、
倉庫内温度低減に寄与

屋根散水設備の設置
壁面緑化は建物の表面温度を下げる効果が
あり、また、CO2削減にも貢献

壁面緑化
ＣＲＥのグループ会社である株式会社エン
バイオ・ホールディングスは、汚染土壌を掘
削せずに地中の汚染物質を分解する「原位
置浄化」を積極的に採用し、工場跡地等を物
流施設の開発用地として再生

土壌汚染対策

投資家間の情報格差を是正し、開示
を合理化

スポンサー・本資産運用会社の役職員による本投資口の保有 本資産運用会社の高い独立性

より投資主利益と合致した資産運用報酬体系への変更

新型コロナウイルス感染症拡大に配慮したIR活動

・液状化リスクが小さい内陸部に所在する物流施設を保有
・水害対策として、受変電設備を高い位置に設置
・緊急地震速報システムの導入
・AEDの設置
・非常用電源供給装置を設置
・延焼拡大防止対策として自動火災報知設備に断路器を設置

・補足説明資料の充実化を図るこ
とで、フェアディスクロージャー
及び開示の合理化を推進

・ロジスクエア狭山日高の開発を契機
として、敷地内で縄文時代中期（約
5,000年前）の竪穴住居跡が74軒発
掘され、行政による発掘作業、記録
保存や見学会などへの実施に協力

・企業が抱えるロジスティクスの課題を共有することを目的にＣＲＥ
フォーラムを開催

・資格取得費用や祝い金の支給により、資格取得を奨励

・オフィス移転により、リフレッシュ・業務スペースの拡大
・新型コロナウイルス感染防止対策として、時差出勤、在宅勤務を導入
・四半期ごとに社長が全従業員と面談

・玄関やトラックバース等に暖色系
の照明を採用

・外部ドライバー用のトイレを設置
・2020年4月の健康増進法改正に

対応するよう喫煙専用室を改修

・スポンサーの代表が本投資口を保有。加えて、本資産運用会社の多
くの役職員が累積投資制度及び社内規程に基づき本投資口を保有

・2019年9月27日付の投資主総会にて規約変更を決議し、
2020年6月期より資産運用報酬体系を変更

・総資産ベース及び当期純利益ベースの運用報酬を減額し、
新たに1口当たり当期純利益ベースの運用報酬を設け
ることにより、1口当たり当期純利益との連動性が高
まり、より投資主利益と合致した報酬体系を導入

・売却時報酬については、投資主利益を毀損するような
売却損を計上する物件売却を行った場合でも報酬が発
生するため、廃止

・独立系アセットマネジメント会社として創業した経緯から、全
従業員がプロパー。採用及び人事評価にＣＲＥは関与しない

・2020年3月以降、国内外の機関投資家と電話会議やウェブ会議
を実施し、通常時と変わらぬ対話を図る

資格保有者（試験合格者を含む）
資格名 保有・合格者割合（注）

宅地建物取引士 72.7％
不動産証券化協会認定マスター 54.5％
日本証券アナリスト協会検定会員 27.3％
不動産コンサルティングマスター 9.1％
（注） 本投資法人の運営に関与する11名（2020年12月末日現在）を

分母として計算

BELS・CASBEEをそれぞれ約8割の物件で取得 （取得価格ベース）

BCP対策を支援 能力開発の支援

職場環境の整備

ＣＲＥにおける活動

防火水槽を設置し、消防水利として水道水の提供が可能

さいたま国際マラソンの通行制限に協力

快適性の向上
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第8期
2020年6月30日

第9期
2020年12月31日

資産の部

流動資産 4,755 6,465 

固定資産 72,937 90,591 

有形固定資産 72,661 90,253 

無形固定資産 2 1 

投資その他の資産 273 337 

繰延資産 43 54 

資産合計 77,736 97,111 

負債の部

流動負債 4,507 4,404 

1年内返済予定の
長期借入金 3,700 3,574 

固定負債 33,181 41,566 

長期借入金 32,019 38,095 

負債合計 37,688 45,971 

純資産の部  

出資総額（純額） 39,078 49,841 

剰余金 969 1,298 

純資産合計 40,048 51,140 

負債純資産合計 77,736 97,111 

単位：百万円

第8期
自 2020年 1月 1日
至 2020年 6月30日

第9期
自 2020年 7月 1日
至 2020年12月31日

営業収益 2,030 2,603

営業費用 879 1,080

賃貸事業費用 662 802

賃貸事業費用
（減価償却費除く）

299 342

減価償却費 363 459

その他営業費用 216 278

営業利益 1,151 1,523

営業外収益 0 0

営業外費用 181 224

支払利息・融資関連費用 148 188

経常利益 970 1,299

税引前当期純利益 970 1,299

法人税等合計 0 0

当期純利益 969 1,298

前期繰越利益 0 0

当期未処分利益 969 1,298

発行済投資口の総口数 347,250口 423,500口

1口当たり分配金 3,086円 3,392円

単位：百万円

営業収益

主に、第3回公募増資の際に取
得した3物件（以下、第9期取得
3物件）により不動産賃貸事業
収益が増加しました。保有資産
16物件全てが100％の稼働で
あり、安定した収益を着実に生
み出しています。

賃貸事業費用（減価償却費除く）

主に、第9期取得3物件によっ
て賃貸事業費用が増加しまし
た。なお、第8・9期取得7物件の
固定資産税・都市計画税等は取
得原価（有形固定資産）に算入
されており、賃貸事業費用とし
て計上されていません。第10
期（2021年6月期）以降に賃貸
事業費用として計上される予
定です。

1口当たり分配金

当期純利益1,298百万円に加
え、減価償却費の30％相当と
なる利益超過分配金137百万
円を上乗せした結果、分配金総
額は1,436百万円となり、1口
当たり分配金は3,392円（予想
対比＋95円）となりました。

第3回公募増資の際に第9期取
得3物件を取得するため、新た
な借入れを行ったこと等によ
り増加しています。

支払利息・融資関連費用

損益計算書（要旨）

出資総額

第3回公募増資により10,865
百万円増加する一方で、第8期
利益超過分配金102百万円が第
9期に控除されています。

剰余金

分配前の当期未処分利益が計上
されています。

流動資産

安定した賃貸収入により順調に
手元資金を積み上げています。
また、第3回公募増資の際に想
定より高い価格で新投資口を発
行できたことから、手元資金を
厚くすることができました。

有形固定資産

保有する16物件の減価償却累
計額を控除した後の金額です。
第9期は新規3物件を計17,908
百万円で取得しており、前期か
ら増加しています。

当期末の有利子負債残高は
43,669百万円となりました。適
切な財務運営の結果、LTV（有利
子負債残高÷総資産）は45.0％
と第8期から1.0％減少させる
ことができました。

有利子負債

貸借対照表（要旨）

決算ハイライト

18 19



16

東京都 千葉県

茨城県

埼玉県埼玉県

大橋JCT大橋JCT
東名JCT（仮称）

中央JCT（仮称）

大泉JCT

中央自動車道

藤沢IC

海老名JCT

八王子JCT

釜利谷JCT 木更津東IC

常磐自動車道

鶴ヶ島JCT

狭山日高IC

青梅IC

入間IC

川島IC

相模原IC

相模原愛川 IC

圏央厚木IC

柏IC

八潮南IC
八潮IC

外環三郷西IC

草加IC

八王子IC

久喜IC久喜IC

羽生IC

谷和原IC谷和原IC

加須IC

所沢IC

三芳スマートIC

浦和IC浦和IC

白岡菖蒲IC白岡菖蒲IC

東京外かく
環状道路
（外環道）

東京外かく
環状道路
（外環道）

国道16号

つくばJCT

東関東自動車道

京葉道路

館山
自動車道

開通年度未定

開通年度未定

東名高速道路東名高速道路

与野IC

開通年度未定

開通年度未定
上尾南IC
（仮称）

桶川北本IC
庄和IC

東北自動車道

関越自動車道 首都圏中央連絡

自動車道（圏央道）

首都圏中央連絡

自動車道（圏央道）

首都圏中央連絡

自動車道（圏央道）

首都圏中央連絡

自動車道（圏央道）

川口JCT
三郷JCT

葛西JCT

高谷JCT高谷JCT

首都高速道路
中央環状線
首都高速道路
中央環状線
首都高速道路
中央環状線
首都高速道路
中央環状線

ロジスクエア浦和美園

ロジスクエア守谷ロジスクエア春日部

ロジスクエア上尾ロジスクエア川越

ロジスクエア川越Ⅱ

ロジスクエア狭山日高

ロジスクエア瑞穂A ロジスクエア瑞穂B

ロジスクエア草加

ロジスクエア八潮

ロジスクエア三芳

名称未定（埼玉県ふじみ野市）

ロジスクエア厚木Ⅱ
ロジスクエア厚木Ⅰ

白井市中開発計画

ロジスクエア松戸

ロジスクエア三芳Ⅱ ロジスクエア新座

ロジスクエア久喜

ロジスクエア羽生

ロジスクエア久喜Ⅱ

湾岸市川IC湾岸市川IC

市川北IC市川北IC

福岡県福岡県

佐賀県佐賀県 大分県大分県

九
州
自
動
車
道

九
州
自
動
車
道

大分自動車道
大分自動車道

長崎自
動車道

長崎自
動車道

東九州自動車道

東九州自動車道

ロジスクエア鳥栖

九州

阪
神
高
速
4号

湾
岸
線

阪
神
高
速
4号

湾
岸
線

名神高速道路

名神高速道路
中国自動車道
中国自動車道

第
二
京
阪
道
路

第
二
京
阪
道
路

近
畿
自
動
車
道

近
畿
自
動
車
道

阪
和
自
動
車
道

阪
和
自
動
車
道

大
阪
府

大
阪
府

京
都
府

京
都
府

兵庫県兵庫県

奈
良
県

奈
良
県

ロジスクエア大阪交野

ロジスクエア枚方

ロジスクエア神戸西

大阪

道
央
自
動
車
道

道央
自動
車道札樽自動車道

道東自動車
道

ロジスクエア千歳

北海道

ポートフォリオの概要（2021年2月17日時点）
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保有資産

新規取得資産

優先交渉物件

ＣＲＥ開発中物件



物件の特徴

 ■ 北関東自動車道の全線開通や、圏央道の更なる延伸により、東北
自動車道を基軸とした広域ネットワークの形成が期待され、次
世代を睨んだ国内物流の戦略的拠点としてのポテンシャルが向
上すると考えられる立地。
 ■ 本開発地はテナント企業からのニーズに基づき土地の選定から
当該テナント企業とのリレーションにより取得。
 ■ 1階低床両面バースの2階建て、敷地内車両動線は出入口を分け
たワンウェイとし、さらに敷地内に大型車両50台以上の待機ス
ペースを確保。

ロジスクエア羽生M-2

所在地
埼玉県羽生市大字秀安字
上郷476番地 他 

アクセス 東北自動車道「羽生」IC約4.5km

取得価格 6,830百万円

延床面積 33,999.61m2

低層型
シングル

BTS 首都圏 東北自動車道
CASBEE
埼玉県

B+ランク
BELS

★★★★★

物件の特徴

 ■ 圏央道の更なる延伸により、東北自動車道を基軸とした広域
ネットワークの形成が期待され、次世代を睨んだ国内物流の戦
略的拠点として高いポテンシャルがあると考えられる立地。
 ■ 敷地内出入口は入口専用、出口専用の計2か所のゲートを設け、
敷地内車両動線をワンウェイにすることにより、繁忙期におけ
る渋滞や接触事故の防止に配慮。

ロジスクエア久喜ⅡM-3
所在地 埼玉県久喜市八甫字前谷1390番地5

アクセス
東北自動車道「久喜」IC約4.8km、
「加須」IC約5.8km

取得価格 2,079百万円

延床面積 11,511.22m2

低層型
シングル

BTS 首都圏 東北自動車道
CASBEE
埼玉県
Aランク

BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ ロジスクエア浦和美園は東京メトロ南北線と相互乗り入れを行
う埼玉高速鉄道「浦和美園」駅より徒歩6分に位置していること
に加え、周辺地域では大規模な複合型まちづくり（事業主：UR 
都市機構）が推進されており、職住近接による労働力の確保にも
優位性が見込まれる。
 ■ ワンフロア約3,800坪、トラックバースを1階及び3階に備える
セミマルチ型施設。
 ■ 1・2階テナントと3・4階テナントそれぞれに専用ゲートを設け、
トラック動線を完全分離することにより、場内車両渋滞や接触
事故防止に配慮。

ロジスクエア浦和美園M-4

所在地
埼玉県さいたま市緑区大字大門字東裏
2500番地 他

アクセス
東北自動車道「浦和」IC約0.7km
埼玉高速鉄道「浦和美園」駅約0.5km

取得価格 13,060百万円

延床面積 48,738.29m2

スロープ型
セミマルチ

首都圏 東北自動車道
CASBEE
埼玉県
Aランク

BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ 本物件が所在するエリアは、都心部へのアクセスにも優れ、物流
拠点立地としての需要があり、県内でも有数の物流プライムエ
リア。
 ■ JR貨物の新座貨物ターミナル駅が周辺に立地しており、鉄道貨
物輸送においても立地的なメリットがある。
 ■ 耐火性能を有し、-10℃までの保冷間仕切り壁として有効な耐
火断熱パネルの設置により冷蔵冷凍設備導入時や冷暖房設備設
置時のコスト圧縮や熱負荷低減に大きく寄与。

ロジスクエア新座M-5
所在地 埼玉県新座市中野一丁目13番20号

アクセス
関越自動車道「所沢」IC約2km
武蔵野線「新座貨物ターミナル」駅約3km

取得価格 6,960百万円

延床面積 25,355.82m2

ボックス型
シングル

首都圏 関越自動車道
CASBEE
埼玉県
Aランク

BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ 久喜菖蒲工業団地内の工業専用地域であり、周辺は倉庫・工場が
多く24時間稼働が可能であり、物流業務に適した希少な立地条
件。
 ■ 2015年10月31日付で、圏央道「桶川北本」IC～「白岡菖蒲」ICが
開通したことにより、東名高速道路・中央自動車道・関越自動車
道・東北自動車道が圏央道によって結ばれ、広域ネットワークが
形成。
 ■ 基準階面積約1万m2、3階部分に大型車両が直接乗入れ可能な
スロープを設け、トラックバースを1階の東西両面及び3階の東
面に備える複数テナントによる分割使用が可能な施設。

ロジスクエア久喜M-1
所在地 埼玉県久喜市河原井町22番地3

アクセス
東北自動車道「久喜」IC約2.6km
圏央道「白岡菖蒲」IC約2.8km

取得価格 9,759百万円

延床面積 40,907.13m2

スロープ型
シングル

BTS 首都圏 圏央道
東北自動車道

CASBEE
埼玉県
Aランク

BELS
★★★★★

保有資産一覧 保有資産

物件
番号 物件名称 所在地 取得価格

（百万円）
鑑定
評価額

（百万円）

鑑定NOI
利回り
（％）

延床面積
（m2） 竣工年月 テナント数

M- 1 ロジスクエア久喜 埼玉県久喜市 9,759 10,500 4.8 40,907.13 2016年5月 1

M- 2 ロジスクエア羽生 埼玉県羽生市 6,830 7,120 5.0 33,999.61 2016年7月 1

M- 3 ロジスクエア久喜Ⅱ 埼玉県久喜市 2,079 2,220 5.1 11,511.22 2017年2月 1

M- 4 ロジスクエア浦和美園 埼玉県さいたま市 13,060 14,600 4.7 48,738.29 2017年3月 3

M- 5 ロジスクエア新座 埼玉県新座市 6,960 7,400 4.9 25,355.82 2017年3月 1

M- 6 ロジスクエア守谷 茨城県守谷市 6,157 6,770 5.2 32,904.90 2017年4月 2

M- 7 ロジスクエア川越 埼玉県川越市 1,490 1,600 5.0 7,542.56 2018年2月 1

M- 8 ロジスクエア春日部 埼玉県春日部市 4,900 5,390 5.1 21,315.54 2018年6月 1

M- 9 ロジスクエア草加 埼玉県草加市 8,109 8,680 4.6 28,817.59 2013年6月 1

M-10 ロジスクエア八潮 埼玉県八潮市 5,073 5,380 4.6 19,068.60 2014年1月 1

M-11 ロジスクエア瑞穂Ａ 東京都瑞穂町 2,794 3,010 4.9 13,755.16 2007年2月 1

M-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ 東京都瑞穂町 3,584 3,840 4.8 16,016.37 2007年2月 1

M-13 ロジスクエア上尾 埼玉県上尾市 4,908 5,050 4.7 19,142.84 2019年4月 2

M-14 ロジスクエア三芳 埼玉県三芳町 11,700 12,500 4.6 37,931.49 2020年5月 1

M-15 ロジスクエア狭山日高 埼玉県飯能市 14,066 14,900 4.7 73,728.44 2020年5月 1

M-16 ロジスクエア川越Ⅱ 埼玉県川越市 3,244 3,310 4.8 14,281.38 2019年6月 1

O- 1 ロジスクエア鳥栖 佐賀県鳥栖市 2,823 3,190 5.3 16,739.40 2018年2月 1

O- 2 ロジスクエア千歳 北海道千歳市 1,300 1,530 6.6 19,760.00 2017年11月 1

O-3 ロジスクエア神戸西 兵庫県神戸市 3,479 3,600 4.8 16,006.20 2020年4月 1

合計／平均 112,316 120,590 4.8 497,522.54 － 23

2021年1月19日現在
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ロジスクエア瑞穂Ａ

ロジスクエア瑞穂B

物件の特徴

 ■ 圏央道「桶川北本」ICから約6.9km、首都高速埼玉大宮線「与野」
ICより約8.4kmに位置し、主要幹線道路である国道17号新大宮
上尾道路（幅員57m）と県道51号に接道。
 ■ 首都高速埼玉大宮線「与野」ICから「ロジスクエア上尾」至近まで
自動車専用道路の延伸事業が着手されており、更なる利便性の
向上が見込まれる。
 ■ 場内出入口は国道17号新大宮上尾道路側と県道51号側に計2
か所のゲートを設け、トラック車両の各方面へのアクセスを向
上。

ロジスクエア上尾M-13

所在地
埼玉県上尾市大字地頭方字天神谷
449番地12 他

アクセス
圏央道「桶川北本」IC約6.9km
首都高速埼玉大宮線「与野」IC約8.4km

取得価格 4,908百万円

延床面積 19,142.84m2

ボックス型
セミマルチ

首都圏
圏央道

首都高速埼玉大宮線
国道17号

CASBEE 
埼玉県 
Aランク

BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ 圏央道「川島」ICより約6.9km、関越自動車道「川越」ICより約
10km、主要幹線道路である国道254号、国道16号至近であり、
国道17号新大宮上尾道路へのアクセスにも優れた好立地。川越
北環状線の開通により利便性が向上。
 ■ 川越工業団地内の工業専用地域に所在するため、周辺は倉庫・工
場が多く、24時間稼働が可能。
 ■ ロジスクエアの標準装備である緊急地震速報システムの導入や
AEDの設置、さらに延焼拡大防止対策として自動火災報知設備
に断路器を設置して、万一の火災時における配線ショートによ
る防火シャッターの機能停止を防ぎ、延焼の拡大を防ぐ。

ロジスクエア川越M-7
所在地 埼玉県川越市芳野台二丁目8番地45

アクセス
圏央道「川島」IC約6.9km
関越自動車道「川越」IC約10km

取得価格 1,490百万円

延床面積 7,542.56m2

低層型
シングル

首都圏 圏央道、関越自動車道
国道254号、国道16号

BELS
★★★★

物件の特徴

 ■ 圏央道「青梅」ICより約2.6km、中央自動車道「八王子」ICより約
14.6kmと高速道路へのアクセスに優れ、主要幹線道路である
国道16号まで約1.0kmと接続が容易。
 ■ 多摩地区及び埼玉県南部の中心都市を短時間でカバーできるエ
リアに所在するため、当該エリアでの多頻度小口配送が必要な
荷主・物流会社に優位な立地。
 ■ ロジスクエア瑞穂Ａ・ＢともにBTS型施設であり、竣工以来、継
続して同一テナントが入居。
 ■ 10m以上の大庇により多様な入出庫オペレーションが可能。

ロジスクエア瑞穂Ａ・ＢM-11・12

所在地

瑞穂Ａ： 東京都瑞穂町大字箱根ケ崎字武
蔵野896番地4他

瑞穂Ｂ： 東京都瑞穂町大字箱根ケ崎字武
蔵野896番地3他

アクセス 圏央道「青梅」IC約2.6km
中央自動車道「八王子」IC約14.6km

取得価格 瑞穂Ａ：2,794百万円
瑞穂Ｂ：3,584百万円

延床面積 瑞穂Ａ：13,755.16m2

瑞穂Ｂ：16,016.37m2

低層型
BTS・シングル

首都圏
圏央道

国道16号
中央自動車道

物件の特徴

 ■ つくばエクスプレス「守谷」駅、関東鉄道常総線「新守谷」駅から
徒歩圏内であり、守谷市松並土地区画整理事業地区内（ビスタシ
ティ守谷）に所在しており、労働力確保の面で高い優位性。
 ■ 守谷市は2015年の国勢調査では、人口増加率（2010年～2015
年）が茨城県内で第3位であり、成長率が高い都市。
 ■ 住宅エリアと完全に分離したトラック車両の動線により、住宅
地からの交通と大きく接することがなく国道294号へのアクセ
スが可能。

ロジスクエア守谷 M-6
所在地 茨城県守谷市松並青葉二丁目8番地2 他

アクセス 常磐自動車道「谷和原」IC約2km

取得価格 6,157百万円

延床面積 32,904.90m2

低層型
セミマルチ

首都圏 常磐自動車道 BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ 関越自動車道「三芳」スマートICより約0.6kmに位置し、国道
254号（川越街道）、国道463号（浦和所沢バイパス）へのアクセ
スも容易。「三芳」スマートICは、2021年度以降にフルインター
チェンジ化が目指される。
 ■ 埼玉県南部、特に所沢・三芳エリアは、都心部へのアクセスにも
優れ、物流拠点立地として県内でも有数のニーズの高いエリア。
周辺は倉庫・工場が多く、24時間稼働が可能。
 ■ 3階部分へ大型車両が直接乗り入れ可能なスロープを設け、ト
ラックバースを1階及び3階に備え、大型トラック計44台が同
時接車可能。

ロジスクエア三芳M-14

所在地
埼玉県入間郡三芳町
大字上富字東永久保2291番地1

アクセス
関越自動車道「三芳」スマートIC
約0.6km

取得価格 11,700百万円

延床面積 37,931.49m2

スロープ型
シングル

首都圏
関越自動車道
国道254号
国道463号

CASBEE 
埼玉県 
Aランク

BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ 主要幹線道路である国道16号と国道4号（越谷春日部バイパス）
に程近く、両国道の交差部分である「庄和」ICより約1.8kmに位
置。また、今後予定されている国道4号（東埼玉道路）の延伸によ
り、利便性の向上が期待される。
 ■ 東武野田線「南桜井」駅より約1.1kmと徒歩圏内にあるため、雇
用確保においても優位な立地。
 ■ 1階のトラックバースを北東側・北西側の2面に、計26台分のト
ラック接車バースを配置。また、場内出入口は入口専用、出口専
用の計2か所のゲートを設け、敷地内車両動線をワンウェイに
することにより、トラック車両の渋滞や接触事故の防止に配慮。

ロジスクエア春日部M-8

所在地
埼玉県春日部市永沼字向通
2126番地 他

アクセス 東北自動車道「岩槻」IC約15km

取得価格 4,900百万円

延床面積 21,315.54m2

ボックス型
BTS・シングル

首都圏 東北自動車道
国道16号、国道4号

CASBEE
埼玉県
Aランク

BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ JR鹿児島本線「鳥栖」駅から徒歩圏内、JR貨物の鳥栖貨物ターミ
ナル駅から約1.5kmと至近にあり、鉄道貨物輸送によるモーダ
ルシフトへの取り組みに対して、立地的なメリットを確保。長崎
自動車道、大分自動車道へのアクセスも容易。
 ■ 事務所を東西2か所に設け、複数テナントによる分割使用が可
能な仕様。
 ■ スピーディな入出荷オペレーションの実現を可能とするための
汎用性の高い2階建て。
 ■ 労働力確保の観点から、従業員等のマイカー通勤も想定し、敷地
内に普通乗用車用駐車場を多く配置。

ロジスクエア鳥栖O-1

所在地
佐賀県鳥栖市曽根崎町字落合
975番地1 他

アクセス
JR鹿児島本線「鳥栖」駅約1.2km
九州自動車道「鳥栖」IC約2.5km

取得価格 2,823百万円

延床面積 16,739.40m2

低層型
シングル

BTS 九州自動車道
長崎自動車道

BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ 外環道「外環三郷西」ICより約2.9km、首都高速三郷線「八潮南」
ICより約4.5kmと高速道路へのアクセスに優れ、外環道を経由
し各主要高速道路へアクセスすることが可能。
 ■ 草加八潮工業団地内の工業専用地域に所在するため、周辺は倉
庫・工場が多く、24時間稼働が可能。
 ■ 大型トラック34台が同時接車可能であり、敷地内乗用車駐車場
65台分及び大型トラック用待機スペースを確保。

ロジスクエア草加Ｍ-9
所在地 埼玉県草加市青柳一丁目5番35号

アクセス
外環道「外環三郷西」IC約2.9km
首都高速三郷線「八潮南」IC約4.5km

取得価格 8,109百万円

延床面積 28,817.59m2

ボックス型
シングル

首都圏 外環道
首都高速三郷線

CASBEE
埼玉県
Aランク

物件の特徴

 ■ 新千歳空港へのアクセスが良好で、道央自動車道を通じ、札幌と、
道内最大の国際拠点港湾である苫小牧港との中継点にもなり、
「空・海・陸」にバランスのとれた戦略的拠点。
 ■ 高床平屋建てで東西両面に合計64台の大型車両が同時接車可
能なトラックバースを配置。更に敷地内に大型車両80台の待機
スペースを確保。
 ■ 寒冷地仕様として、ロードヒーティングや樋ダクトヒーター等
の凍結防止用設備の導入、断熱性の高いサンドイッチパネルや
樹脂サッシ（Low-E 複層ガラス）を採用。

ロジスクエア千歳O-2
所在地 北海道千歳市泉沢1007番地281

アクセス 道央自動車道「新千歳空港」IC約2.4km

取得価格 1,300百万円

延床面積 19,760.00m2

低層型
シングル

道央自動車道 BELS
★★★★★

物件の特徴

 ■ 外環道「草加」ICより約3.8km、首都高速三郷線「八潮南」ICより
約4.0kmと高速道路へのアクセスに優れ、外環道を経由し各主
要高速道路へアクセスすることが可能。
 ■ 東武伊勢崎線「草加」駅より約1.5kmと徒歩圏内にあるため、雇
用確保においても優位な立地。
 ■ 工業地域に位置し、周辺に多数の工業団地が存在するため、生産
地への接近性が良好。かつ、東京都心部まで25km圏内であり最
大の消費地への接近性も良好。

ロジスクエア八潮Ｍ-10

所在地
埼玉県八潮市大字南後谷字粒田北
116番地2

アクセス
外環道「草加」IC約3.8km
首都高速三郷線「八潮南」IC約4.0km
東武伊勢崎線「草加」駅約1.5km

取得価格 5,073百万円

延床面積 19,068.60m2

ボックス型
シングル

首都圏 外環道
首都高速三郷線

CASBEE
埼玉県
Aランク

保有資産
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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
　ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）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、ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社（以
下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人として、2016年５月12日に設立され、2018年２月７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3487）。当期（2020年12月期）
においては、３物件（ロジスクエア上尾、ロジスクエア三芳及びロジスクエア千歳）、取得価格合計17,908百万円を追加取得し、当
期末時点で本投資法人が保有する資産は16物件、取得価格総額91,527百万円となっています。

（２）運用環境と運用実績
　わが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の減退を受け、景気は低迷しており、今後の先行きも、経済活動の本
格的な再開が見通せず、引き続き不透明な状況です。J-REIT市場の環境についても、景気の不透明感や、それに伴う不動産市況の悪化
見通しを受け、東証REIT指数は軟調に推移しています。
　一方、物流事業に係る事業環境として、サプライ・チェーン・マネジメント（注１）の高度化や通信販売・電子商取引といった巣ご
もり消費の急速な拡大とそれらに伴う宅配取扱個数の増加、3PL（サードパーティロジスティクス）（注２）事業者の利用の拡大等を
背景として、物流不動産に対する需要は引き続き強く、今後も増加すると見込まれます。加えて、こうした市場の拡大に伴い物流不動
産の利用者のすそ野が広がっている結果として、大規模な物流不動産だけではなく、高いスペックを有しつつ、多様な施設機能や規模
を有する物流不動産への需要も高まっており、更には昨今の人手不足の観点から庫内作業を請け負う人員の確保が困難となっているこ
とから、雇用が容易な立地に存する物流不動産への需要が特に高まっています。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本経済のみならず世界経済に更なる減退が生じ、企業業績が悪化することには留意する
必要があると思われるものの、通信販売・電子商取引の更なる拡大や、荷主企業による「サプライ・チェーンの寸断等の不測の事態に
備えた在庫量の積み増し」が起きることに伴い、物流不動産の賃貸市場については今後も堅調に推移するものと考えています。
　このような状況下、本投資法人は、保有16物件について、株式会社シーアールイー（以下「ＣＲＥ」といいます。）と連携し、適切
な管理運営のもと着実に運用を行っており、当期末時点のポートフォリオ全体の稼働率は100.0％と良好な稼働状況を維持しています。
（注１）「サプライ・チェーン・マネジメント」とは、部品メーカー、セットメーカー、流通業、顧客の間の物の流れを鎖（チェーン）のようにみなし、物をよどみな

く供給（サプライ）する効率経営手法をいいます。以下同じです。
（注２）「3PL（サードパーティロジスティクス）」とは、荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行い、かつ、それを

包括的に受託し、実行することをいいます。以下同じです。

（３）資金調達の概要
　本投資法人は、2020年７月13日を払込期日とする公募増資により10,366百万円を、2020年８月12日を払込期日とする第三者割当
増資により498百万円をそれぞれ調達し、当期末時点の出資総額（純額）は49,841百万円となりました。また、資産取得に合わせ、
2020年７月13日に7,950百万円を借入れにより調達した他、2020年９月８日に、本投資法人にとって初めてとなる投資法人債（グリ
ーンボンド、発行総額2,000百万円）を発行し、当該投資法人債による調達資金を原資として、2020年9月16日付にて借入金2,000百
万円の期限前弁済を行いました。この結果、当期末時点の有利子負債残高は43,669百万円、当期末時点における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45.0％となりました。
　なお、当期末時点において本投資法人が取得している格付は以下のとおりです。

信用格付業者 格付対象 格付 格付の見通し
株式会社格付投資情報センター

（R&I）
発行体格付 Ａ－ 安定的
債券格付 Ａ－ －

（４）業績及び分配の概要
　前述の運用の結果、当期の運用実績として、営業収益は2,603百万円、営業利益は1,523百万円、経常利益は1,299百万円、当期純
利益は1,298百万円となりました。
　また、分配金につきましては、本投資法人の規約に定める分配の方針に基づき、投資法人の税制の特例（租税特別措置法（昭和32年
法律第26号。その後の改正を含みます。）（以下「租税特別措置法」といいます。）第67条の15第１項（以下「投資法人に係る課税
の特例規定」といいます。））の適用により、利益分配金が損金算入されることを企図して、投資口１口当たりの利益分配金が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口当たりの利益分配金は3,067円となりまし
た。これに加え、本投資法人は投資法人規約に定める分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭の分配を行ってい
くこととしています。これに基づき、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しとして当期の減価償却費の30％にほぼ相当する
額である137,637,500円を分配することとし、この結果、投資口１口当たりの利益超過分配金は325円となりました（注）。
（注）各保有資産に係る建物状況調査報告書に記載の緊急修繕費用と中長期修繕費用を合計した６ヶ月平均額は46百万円です。本投資法人は、現在の経済環境、不動産

市場や賃貸市場の動向等及び本投資法人の財務状態等を考慮した結果、かかる利益を超えた金銭の分配について、本投資法人の保有資産価値及び財務の健全性が
維持される範囲内であると判断し、実施することを決定しています。なお、当期の利益超過分配金は、その支払時に出資総額から控除されることになります。
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■資産運用の概況
１．投資法人の運用状況等の推移

期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

営業期間 自  2018年 7 月 1 日
至  2018年12月31日

自  2019年 1 月 1 日
至  2019年 6 月30日

自  2019年 7 月 1 日
至  2019年12月31日

自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

営業収益 (百万円) 1,413 1,411 1,580 2,030 2,603
(うち不動産賃貸事業収益) (百万円) (1,413) (1,411) (1,580) (2,030) (2,603)
営業費用 (百万円) 601 693 752 879 1,080
(うち不動産賃貸事業費用) (百万円) (432) (532) (570) (662) (802)
営業利益 (百万円) 811 718 828 1,151 1,523
経常利益 (百万円) 689 597 687 970 1,299
当期純利益 (百万円) 688 596 686 969 1,298
総資産額 (百万円) 49,951 49,717 55,960 77,736 97,111
(対前期比) (％) (△2.8) (△0.5) (12.6) (38.9) (24.9)
純資産額 (百万円) 24,719 24,541 27,741 40,048 51,140
(対前期比) (％) (0.4) (△0.7) (13.0) (44.4) (27.7)
出資総額(純額) (注１) (百万円) 24,030 23,944 27,054 39,078 49,841
発行済投資口の総口数 (口) 231,150 231,150 259,250 347,250 423,500
１口当たり純資産額 (円) 106,940 106,169 107,005 115,329 120,757
分配金総額 (百万円) 774 682 780 1,071 1,436
１口当たり分配金額 (円) 3,351 2,952 3,012 3,086 3,392
(うち１口当たり利益分配金) (円) (2,979) (2,580) (2,647) (2,792) (3,067)
(うち１口当たり利益超過分配金) (円) (372) (372) (365) (294) (325)
総資産経常利益率 (注２) (％) 1.4 1.2 1.3 1.5 1.5
(年換算値) (2.7) (2.4) (2.6) (2.9) (3.0)
自己資本利益率 (注３) (％) 2.8 2.4 2.6 2.9 2.8
(年換算値) (5.5) (4.9) (5.2) (5.8) (5.7)
自己資本比率 (注４) (％) 49.5 49.4 49.6 51.5 52.7
(対前期増減) (1.6) (△0.1) (0.2) (1.9) (1.1)
有利子負債額 (百万円) 23,820 23,820 26,719 35,719 43,669
総資産有利子負債比率 (注５) (％) 47.7 47.9 47.7 45.9 45.0
配当性向 (注６) (％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
投資物件数 (件) 7 7 9 13 16
総賃貸可能面積 (注７) (㎡) 209,574.98 209,574.98 238,433.08 315,016.04 391,835.20
期末テナント数 (注８) (件) 10 10 12 16 20
期末稼働率 (注９) (％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
当期減価償却費 (百万円) 287 287 316 363 459
当期資本的支出額 (百万円) 0 － － 0 38
賃貸NOI（Net Operating Income） (注10) (百万円) 1,267 1,166 1,325 1,730 2,261
（注１）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。
（注２）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
（注３）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
（注４）自己資本比率＝期末純資産額／期末総資産額×100
（注５）総資産有利子負債比率＝期末有利子負債／期末総資産額×100
（注６）配当性向＝分配金総額（利益超過分配金は含まない）／当期純利益×100
（注７）「総賃貸可能面積」とは、各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられるもののうち、本

投資法人の持分に相当する面積を記載しています。なお、駐車場契約及びその他収入に係る契約に基づく面積は含まれません。
（注８）「期末テナント数」とは各期末現在における有効な賃貸借契約書に基づくテナント数を記載しています。なお、その他収入に係る契約に基づくテナント数は含

まれません。
（注９）「期末稼働率」とは各期末現在における各物件の賃貸面積の合計を賃貸可能面積の合計で除して得られた数値を百分率で記載しています。
（注10）賃貸NOI＝不動産賃貸事業損益（不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用）＋当期減価償却費
（注11）営業収益等に消費税等は含まれていません。
（注12）特に記載のない限りいずれも記載未満の数値については切捨て、比率は小数第２位を四捨五入して記載しています。
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４．分配金等の実績
　当期の分配金は、投資法人の税制の特例（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概ね全額を分配することとしています。

期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

営業期間 自  2018年 7 月 1 日
至  2018年12月31日

自  2019年 1 月 1 日
至  2019年 6 月30日

自  2019年 7 月 1 日
至  2019年12月31日

自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

当期未処分利益総額 （千円） 688,618 596,444 686,297 969,606 1,298,917
利益留保額 （千円） 22 77 62 84 43
金銭の分配金総額 （千円） 774,583 682,354 780,861 1,071,613 1,436,512
（１口当たり分配金） （円） (3,351) (2,952) (3,012) (3,086) (3,392)
うち利益分配金総額 （千円） 688,595 596,367 686,234 969,522 1,298,874
（１口当たり利益分配金） （円） (2,979) (2,580) (2,647) (2,792) (3,067)
うち出資払戻総額 （千円） 85,987 85,987 94,626 102,091 137,637
（１口当たり出資払戻額） （円） (372) (372) (365) (294) (325)
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） 85,987 85,987 94,626 102,091 137,637
（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） (372) (372) (365) (294) (325)

（注）本投資法人の分配方針及び当期の分配に係る概要については前記「２．当期の資産の運用の経過（４）業績及び分配の概要」をご参照ください。

５．今後の運用方針及び対処すべき課題
　本投資法人は、首都圏（注１）を中心とするテナントニーズに応える良質な物流関連施設（注２）への投資を重点的に行います。昨
今、市場構造の変化に伴い物流不動産の利用者のニーズは多様化しており、物流不動産の利用者の個別のニーズに合致した必要十分な
機能を有することでテナントニーズに応える良質な物流関連施設を取得し、保有・運用することが、本投資法人の運用戦略の独自性に
つながるものと、本投資法人は考えています。
　本投資法人は、物流不動産分野において50年以上の事業経験を有するＣＲＥグループ（注３）の総合力（注４）を活かし、テナント
ニーズに応える良質な物流関連施設への投資により、安定的なキャッシュ・フローを創出し、投資主価値の向上を目指します。
（注１）「首都圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を指します。以下同じです。
（注２）本投資法人が考える「テナントニーズに応える良質な物流関連施設」とは、テナントニーズを満たすために必要である、立地、基本仕様、拡張性及び快適性を

備えた物流関連施設をいいます。以下同じです。
（注３）「ＣＲＥグループ」とは、ＣＲＥ及びそのグループ会社をいいます。ＣＲＥグループは、ＣＲＥ並びにその子会社及び関連会社で構成されます。以下同じです。
（注４）ＣＲＥグループは、管理・運営（土地の有効活用の提案、マスターリース、プロパティマネジメント（以下「PM」ということがあります。）及びリーシング）

から開発（取得・企画・コンストラクションマネジメント（開発プロジェクトにおける品質、工期、コスト等の管理をいいます。以下同じです。）・売却）、
保有・運用（運用・外部取得）までの物流不動産に係るトータルサービスの提供を特徴とするＣＲＥグループの独自のノウハウを有しており、これを「ＣＲＥ
グループの総合力」ということがあります。

（１）長期安定的な資産運用
　ＣＲＥが、テナントニーズに応える立地、基本仕様、拡張性及び快適性を備え、賃料水準の適切なバランスを図った上で物流関連施
設の開発を行うことにより、長期間の賃貸借契約を締結することができ、安定的なキャッシュ・フローの創出が期待できると本投資法
人は考えています。
　本投資法人は、賃貸借契約期間の長い物件を中心に取得・運用していくことにより中長期的に安定したキャッシュ・フローの確保を
図ります。また、ＣＲＥグループが有するこのような様々な運営・管理ノウハウを活用し、顧客満足度を高めながらコスト削減を推進
し、テナント退去後の空室リスクを低減することで長期安定的な運用を目指します。

（２）外部成長戦略
　物流不動産専業デベロッパーであるＣＲＥグループとのスポンサーサポート契約により、本投資法人は、ＣＲＥが自社で開発し保有
する物流関連施設の全てについて取得する機会の提供を受け（注）、強力な外部成長を推進することができるものと考えています。
　本投資法人は、スポンサーサポート契約を通じて、ＣＲＥグループの物流不動産に関する運営、リーシング、開発、投資等に関する
豊富な実績と経験により培われたノウハウに基づくパイプラインサポートを最大限活用して、外部成長の実現を目指します。
（注）スポンサーサポート契約に定める適用除外事由に該当する場合を除きます。
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３．増資等の状況
　本投資法人の設立以降当期末までの発行済投資口の総口数及び出資総額（純額）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（純額）（百万円）（注１）

備　考
増　減 残　高 増　減 残　高

2016年 5 月12日 私募設立 2,000 2,000 年200 200 （注２）
2016年 7 月26日 私募増資 68,000 70,000 6,800 7,000 （注３）
2018年 2 月 6 日 公募増資 161,150 231,150 17,106 24,106 （注４）

2018年 9 月20日 利益を超える金銭の分配
（出資の払戻し） ― 231,150 △75 24,030 （注５）

2019年 3 月22日 利益を超える金銭の分配
（出資の払戻し） ― 231,150 △85 23,944 （注６）

2019年 7 月16日 公募増資 28,100 259,250 3,196 27,140 （注７）

2019年 9 月12日 利益を超える金銭の分配
（出資の払戻し） ― 259,250 △85 27,054 （注８）

2020年 1 月21日 公募増資 88,000 347,250 12,118 39,173 （注９）

2020年 3 月19日 利益を超える金銭の分配
（出資の払戻し） ― 347,250 △94 39,078 （注10）

2020年 7 月13日 公募増資 72,750 420,000 10,366 49,445 （注11）
2020年 8 月12日 第三者割当増資 3,500 423,500 498 49,943 （注12）

2020年 9 月18日 利益を超える金銭の分配
（出資の払戻し） ― 423,500 △102 49,841 （注13）

（注１）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。
（注２）本投資法人の設立に際して、１口当たり発行価格100,000円にて投資口を発行しました。
（注３）１口当たり発行価格100,000円にて、私募により新投資口を発行しました。
（注４）１口当たり発行価格110,000円（発行価額106,150円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注５）2018年８月14日開催の本投資法人役員会において、第４期（2018年６月期）に係る金銭の分配として、１口当たり326円の利益を超える金銭の分配（税法

上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年９月20日よりその支払を開始しました。
（注６）2019年２月18日開催の本投資法人役員会において、第５期（2018年12月期）に係る金銭の分配として、１口当たり372円の利益を超える金銭の分配（税法

上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年３月22日よりその支払を開始しました。
（注７）１口当たり発行価格117,975円（発行価額113,740円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注８）2019年８月13日開催の本投資法人役員会において、第６期（2019年６月期）に係る金銭の分配として、１口当たり372円の利益を超える金銭の分配（税法

上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年９月12日よりその支払を開始しました。
（注９）１口当たり発行価格142,837円（発行価額137,709円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注10）2020年２月14日開催の本投資法人役員会において、第７期（2019年12月期）に係る金銭の分配として、１口当たり365円の利益を超える金銭の分配（税法

上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年３月19日よりその支払を開始しました。
（注11）１口当たり発行価格147,828円（発行価額142,494円）にて、公募により新投資口を発行しました。
（注12）１口当たり発行価額142,494円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注13）2020年８月17日開催の本投資法人役員会において、第８期（2020年６月期）に係る金銭の分配として、１口当たり294円の利益を超える金銭の分配（税法

上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年９月18日よりその支払を開始しました。

【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。

(単位：円)

期別
第５期

自  2018年 7 月 1 日
至  2018年12月31日

第６期
自  2019年 1 月 1 日
至  2019年 6 月30日

第７期
自  2019年 7 月 1 日
至  2019年12月31日

第８期
自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

第９期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

最高 111,900 120,000 144,900 155,000 169,200
最低 96,200 99,400 117,600 84,600 144,100
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（２）資金の借入れ
　本投資法人は、下記「（３）資産の取得」に記載の不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当するため、以下の資金借
入れを実行しました。

区分 借入先 借入金額
（百万円） 利　率 借　入

実行日 借入方法 返済期日 返済
方法 摘　要

長
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行 900

基準金利（全銀協３ヶ月
日 本 円 T I B O R ） ＋
0.425％
（注１）

2021年
１月19日

2021年１月15日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2025年
７月31日

期限
一括
弁済

無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 800
株式会社日本政策投資銀行 600
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 700
三井住友信託銀行株式会社 400
株式会社新生銀行 400
株式会社あおぞら銀行 400
株式会社富山銀行 300
株式会社三井住友銀行 900

基準金利（全銀協３ヶ月
日 本 円 T I B O R ） ＋
0.525％
（注２）

2021年
１月19日

2021年１月15日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2027年
７月30日

期限
一括
弁済

無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 700
株式会社日本政策投資銀行 500
三井住友信託銀行株式会社 400
株式会社新生銀行 400
株式会社あおぞら銀行 600

株式会社三井住友銀行 500 基準金利（全銀協１ヶ月
日 本 円 T I B O R ） ＋
0.300％

2021年
１月19日

2021年１月15日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2022年
１月31日

期限
一括
弁済

無担保
無保証株式会社みずほ銀行 500

株式会社三井住友銀行 900
基準金利（全銀協１ヶ月
日 本 円 T I B O R ） ＋
0.300％

2021年
１月19日

2021年１月15日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2022年
１月31日

期限
一括
弁済

無担保
無保証

合　　計 9,900 － － － － － －
（注１）別途スワップ契約の締結により、借入利率は実質的に0.471％で固定されています。
（注２）別途スワップ契約の締結により、借入利率は実質的に0.587％で固定されています。

（３）資産の取得
　本投資法人は、以下の不動産信託受益権を取得しました。なお、取得価格は、取得に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）
を含まない金額（信託受益権売買契約書等に記載された売買価格）を記載しています。

不動産等の名称 取得日 取得価格 所在地
ロジスクエア狭山日高
（準共有持分80％） 2021年１月19日 14,066百万円 埼玉県飯能市

ロジスクエア川越Ⅱ 2021年１月19日 3,244百万円 埼玉県川越市
ロジスクエア神戸西 2021年１月19日 3,479百万円 兵庫県神戸市

合　　計 － 20,789百万円 －
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（３）財務方針
　本投資法人は、中長期的な収益の維持・向上を目的とし、安定的かつ健全な財務基盤を構築することを基本方針とします。本投資法
人は、長期賃貸借契約を中心に構成されるポートフォリオの特性に合わせ、LTVの水準及びマーケット環境を考慮しながら、希薄化に
留意した上で新投資口発行を機動的に実施し、また主として長期固定金利による借入金を活用することで、長期的安定性に重点を置い
た財務運営を遂行します。
　また、本投資法人のLTVの水準は45％程度とし、原則として50％を上限としますが、資産の取得等に伴い、一時的に50％を超える
ことがあります。
　物流関連施設は、土地建物価格に占める建物価格比率が高いという特性を有し、減価償却費が他のアセットクラスに比較して高めに
計上される傾向にあります。一方、本投資法人のポートフォリオの平均築年数（注）は4.5年と浅く、多額の資本的支出はほとんど発
生しないことが見込まれます。そこで、本投資法人は、修繕や資本的支出への活用の他、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当
などの他の選択肢についても検討の上、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭を分配する方針です（以下「継続的な利益超過分配」
といいます。）。継続的な利益超過分配の水準は、当面の間、当該営業期間の減価償却費の30％に相当する金額を目途としますが、一
時的に１口当たり分配金の水準が一定程度減少することが見込まれる場合には、１口当たり分配金の金額を平準化することを目的とし
て、当該30％相当額の範囲内において柔軟に運用し、各期における利益超過分配の水準は総合的に判断して決定します。
（注）当期末保有資産16物件の築年数（不動産登記簿上の新築年月から、当期末までの年数をいいます。）を取得価格で加重平均し、小数第２位を四捨五入して算出し

ています。

６．決算後に生じた重要な事実
（１）新投資口の発行
　本投資法人は、2021年１月４日及び2021年１月13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
新投資口発行については2021年１月19日に、第三者割当による新投資口発行については2021年２月10日にそれぞれ払込が完了して
います。この結果、2021年２月10日現在、出資総額（純額）は60,704,055,850円、発行済投資口の総口数は500,150口となってい
ます。

（公募による新投資口発行）
発行新投資口数 73,000口
発行価格 1口当たり146,835円
発行価格の総額 10,718,955,000円
発行価額 1口当たり141,714円
発行価額の総額 10,345,122,000円
払込期日 2021年 1 月19日
分配金起算日 2021年 1 月 1 日

（第三者割当による新投資口発行）
発行新投資口数 3,650口
発行価額 1口当たり141,714円
発行価額の総額 517,256,100円
払込期日 2021年 2 月10日
分配金起算日 2021年 1 月 1 日
割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

（資金使途）
　上記の公募に係る調達資金については、下記「（３）資産の取得」に記載の不動産信託受益権の取得資金の一部に充当しました。
また、第三者割当に係る調達資金については、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

30

今後の運用方針及び対処すべき課題、決算後に生じた重要な事実



2021/03/04 9:22:08 / 20712175_ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人_総会その他（Ｃ）

■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

前期
2020年６月30日

当期
2020年12月31日

保有総額
（百万円）（注１）

対総資産比率
（％）（注２）

保有総額
（百万円）（注１）

対総資産比率
（％）（注２）

信託不動産 物流施設 首都圏 69,835 89.8 86,180 88.7
その他 2,825 3.6 4,072 4.2

小　計 72,661 93.5 90,253 92.9
預金等のその他資産 5,074 6.5 6,858 7.1
資産総額計 77,736 100.0 97,111 100.0

（注１）「保有総額」は、決算日時点における貸借対照表計上額（信託不動産については、減価償却後の帳簿価額）によっています。なお、不動産を主な信託財産とす
る信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。

（注２）「対総資産比率」は、資産総額に対する貸借対照表計上額の比率を表しており小数第２位を四捨五入して記載しています。

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

不動産等の名称
帳簿価額
（百万円）
（注１）

賃貸可能
面　　積

（㎡）（注２）
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

ロジスクエア浦和美園 12,824 47,885.92 47,885.92 100.0 15.2 物流施設
ロジスクエア三芳 11,724 37,931.49 37,931.49 100.0 （注４） 物流施設
ロジスクエア久喜（注５） 9,221 40,879.78 40,879.78 100.0 （注４） 物流施設
ロジスクエア草加 8,189 29,073.87 29,073.87 100.0 （注４） 物流施設
ロジスクエア新座 6,813 25,355.82 25,355.82 100.0 （注４） 物流施設
ロジスクエア羽生 6,455 34,009.62 34,009.62 100.0 （注４） 物流施設
ロジスクエア守谷 6,013 32,974.44 32,974.44 100.0 7.6 物流施設
ロジスクエア八潮 5,128 18,330.05 18,330.05 100.0 （注４） 物流施設
ロジスクエア上尾 4,937 19,127.67 19,127.67 100.0 （注４） 物流施設
ロジスクエア春日部 4,877 21,315.54 21,315.54 100.0 （注４） 物流施設

合　　計 76,185 306,884.20 306,884.20 100.0 83.1 －
（注１）「帳簿価額」は、当期末現在における減価償却後の帳簿価額を百万円未満の桁数を切捨てて表示しています。
（注２）「賃貸可能面積」、「賃貸面積」及び「稼働率」は、当期末時点のデータに基づき記載しています。なお、「賃貸可能面積」は各信託不動産に係る建物の賃貸

が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられるものを記載しています。「賃貸面積」は各信託不動産に係る各賃貸借契約
書に表示された賃貸面積を記載しています。なお、各信託不動産に係る各賃貸借契約書においては、延床面積に含まれない部分が賃貸面積に含まれて表示され
ている場合があるため、賃貸面積が延床面積を上回る場合があります。また、「稼働率」は賃貸可能面積に対する賃貸面積が占める割合を記載しています。

（注３）「対総賃貸事業収入比率」は全体の不動産賃貸事業収益に対して各物件の不動産賃貸事業収益が占める割合を記載しています。
（注４）テナントより賃料の開示についての承諾が得られていないため、非開示としています。
（注５）ロジスクエア久喜に関連して、信託受益権以外に株式会社久喜菖蒲工業団地管理センターの株式を保有しています。

３．不動産等組入資産明細
　当期末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（注１） 所有形態
（注２）

帳簿価額
（百万円）
（注３）

期末算定価額
（百万円）
（注４）

ロジスクエア久喜 埼玉県久喜市河原井町22番地３ 不動産信託受益権 9,221 10,500
ロジスクエア羽生 埼玉県羽生市大字秀安字上郷476番地他 不動産信託受益権 6,455 7,120
ロジスクエア久喜Ⅱ 埼玉県久喜市八甫字前谷1390番地５ 不動産信託受益権 2,024 2,220
ロジスクエア浦和美園 埼玉県さいたま市緑区大字大門字東裏2500番地他（注５） 不動産信託受益権 12,824 14,600
ロジスクエア新座 埼玉県新座市中野一丁目13番20号 不動産信託受益権 6,813 7,400
ロジスクエア守谷 茨城県守谷市松並青葉二丁目８番地２他 不動産信託受益権 6,013 6,770
ロジスクエア川越 埼玉県川越市芳野台二丁目８番地45 不動産信託受益権 1,488 1,600
ロジスクエア春日部 埼玉県春日部市永沼字向通2126番地他 不動産信託受益権 4,877 5,390
ロジスクエア草加 埼玉県草加市青柳一丁目５番35号 不動産信託受益権 8,189 8,680
ロジスクエア八潮 埼玉県八潮市大字南後谷字粒田北116番地２ 不動産信託受益権 5,128 5,380
ロジスクエア瑞穂Ａ 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字武蔵野896番地４他 不動産信託受益権 2,852 3,010
ロジスクエア瑞穂Ｂ 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字武蔵野896番地３他 不動産信託受益権 3,629 3,840
ロジスクエア上尾 埼玉県上尾市大字地頭方字天神谷449番地12他 不動産信託受益権 4,937 5,050
ロジスクエア三芳 埼玉県入間郡三芳町大字上富字東永久保2291番地１ 不動産信託受益権 11,724 12,500
ロジスクエア鳥栖 佐賀県鳥栖市曽根崎町字落合975番地１他 不動産信託受益権 2,752 3,190
ロジスクエア千歳 北海道千歳市泉沢1007番地281 不動産信託受益権 1,320 1,530

合　　計 90,253 98,780
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■投資法人の概況
１．出資の状況

第５期
2018年12月31日

第６期
2019年６月30日

第７期
2019年12月31日

第８期
2020年６月30日

第９期
2020年12月31日

発行可能投資口総口数 （口） 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
発行済投資口の総口数 （口） 231,150 231,150 259,250 347,250 423,500
出資総額（純額）（注） （百万円） 24,030 23,944 27,054 39,078 49,841
投資主数 （人） 8,004 7,264 7,515 8,381 9,232
（注）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

２．投資口に関する事項
　当期末現在における投資主のうち、保有する投資口の比率が高い上位10名は以下のとおりです。

氏名又は名称 所有投資口数
（口）

発行済投資口の総口数に対する
所有投資口数の割合

（％）（注）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 95,355 22.52
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 78,500 18.54
野村信託銀行株式会社（投信口） 21,412 5.06
株式会社シーアールイー 20,390 4.81
株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 19,353 4.57
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 8,884 2.10
株式会社横浜銀行 7,399 1.75
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK 6,106 1.44
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 5,331 1.26
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 4,384 1.04

合　　計 267,114 63.07
（注）発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第３位を四捨五入して記載しています。

３．役員等に関する事項
（１）当期末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）（注２）

執行役員 伊藤　毅 ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社代表取締役 1,500

監督役員

磯部　健介 シティユーワ法律事務所パートナー 1,500

中村　健一

中村健一公認会計士・税理士事務所所長
株式会社ティムス監査役
株式会社ヒューマネティクス・イノベーティブ・ソリューションズ・ジャパン監
査役
東京地方裁判所調停委員

1,500

会計監査人 ＰｗＣあらた
有限責任監査法人 － 11,200

（注１）執行役員伊藤毅は、本投資法人の投資口を自己の名義で1,125口所有しており、監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有してい
ません。また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に係る報酬として支払うべき額に、2020年7月の公募増資及び同
年9月の投資法人債発行に係るコンフォートレター作成業務報酬を加えた額を記載しています。

（２）会計監査人の解任又は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、監査の品質及び監査報酬額等、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
　当期末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 ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社
資産保管会社、一般事務受託者（機関運営、会計事務等） 三菱ＵＦＪ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（投資法人債に関する事務） 株式会社みずほ銀行
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②その他特定資産の明細表
　不動産及び不動産を主な信託財産とする信託受益権等は、上記「３．不動産等組入資産明細」に含めて記載しており、当期末現在、
同欄記載以外に本投資法人が主たる投資対象とする主な特定資産の組入れはありません。

８．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。

■保有不動産の資本的支出
１．資本的支出の予定
　保有資産において、現在計画している修繕工事等に伴う重要な資本的支出はありません。

２．期中の資本的支出
　保有資産において、当期に行った重要な資本的支出に該当する工事の概要は下記のとおりです。当期の資本的支出は38百万円であ
り、この他当期営業費用に区分された修繕費18百万円があります。

物件名称 所在地 目　　的 実施期間 支出金額
（百万円）

ロジスクエア瑞穂Ａ 東京都
瑞穂町 外壁改修工事 自 2020年３月

至 2020年８月 27

ロジスクエア瑞穂Ｂ 東京都
瑞穂町 外壁改修工事 自 2020年３月

至 2020年８月 9

３．長期修繕計画のために積立てた金銭
　該当事項はありません。

■費用･負債の状況
１．運用等に係る費用明細

(単位：千円)

項　目
前期

自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

当期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

資産運用報酬 176,310 230,211
資産保管手数料 1,763 2,285
一般事務委託手数料 12,230 15,234
役員報酬 4,500 4,500
その他費用 21,552 25,933

合　　計 216,356 278,165
（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前期に195,600千円、当期に89,540千円あります。
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（注１）「所在地」は、原則として住居表示を記載していますが、住居表示のない物件については建物の登記簿上表示されている所在地を記載しています。
（注２）「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３）「帳簿価額」は、当期末現在における減価償却後の帳簿価額を百万円未満の桁数を切捨てて表示しています。
（注４）「期末算定価額」は、当期末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、不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額による価格を記載しています。
（注５）施行者をさいたま市大門上・下野田特定土地区画整理組合とするさいたま都市計画事業大門上・下野田特定土地区画整理事業の施行地区内にあり、本土地は仮

換地及び保留地です。

　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

前期
自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

当期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

テナント総数
期末時点
（件）

（注１）

稼働率
期末時点
（％）

（注２）

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
（件）

（注１）

稼働率
期末時点
（％）

（注２）

賃貸事業
収入

期間中
（百万円）

対総賃貸
事業収入

比率
（％）

ロジスクエア久喜 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア羽生 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア久喜Ⅱ 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア浦和美園 3 100.0 396 19.5 3 100.0 395 15.2
ロジスクエア新座 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア守谷 2 100.0 200 9.9 2 100.0 198 7.6
ロジスクエア川越 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア春日部 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア草加 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア八潮 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア瑞穂Ａ 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア瑞穂Ｂ 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア上尾 － － － － 2 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア三芳 － － － － 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア鳥栖 1 100.0 （注３） （注３） 1 100.0 （注３） （注３）
ロジスクエア千歳 － － － － 1 100.0 （注３） （注３）

合　　計 16 100.0 2,030 100.0 20 100.0 2,603 100.0
（注１）「テナント総数」は、各決算日時点のデータに基づき記載しています。「テナント総数」は、各物件において所有者である本投資法人又は各信託受託者との間

で直接賃貸借契約等を締結している賃借人を１テナントとして算出しています。
（注２）「稼働率」は、各決算日時点のデータに基づき、「賃貸面積」÷「賃貸可能面積」の式で求めた百分率によります。
（注３）「賃貸事業収入期間中」及び「対総賃貸事業収入比率」については、テナントの承諾が得られていないため、非開示としています。

４．特定取引の契約額等及び時価の状況表
　当期末現在における本投資法人の特定取引の契約額等及び時価の状況は以下のとおりです。

区　分 デリバティブ取引の種類等
契約額等（千円）（注１） 時価（千円）

（注２）うち１年超

市場取引以外の取引 金利スワップ取引
変動受取・固定支払 41,669,000 38,095,000 －

合　　計 41,669,000 38,095,000 －
（注１）金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
（注２）当該取引のうち「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。

５．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。

６．公共施設等運営権等明細表
　該当事項はありません。

７．その他資産の状況
①株式・投資証券

銘　柄 株式数
（株）

取得価格（千円） 評価額（千円）（注）
評価損益（千円） 備　考単　価 金　額 単　価 金　額

株式会社久喜菖蒲工業団地管理センター 10,500 1 10,500 1 10,500 － （注）
（注）当該非上場株式の評価額につきまして、帳簿価額を記載しています。
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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 返済

方法 使途 摘要

長

期

借

入

金

株式会社三井住友銀行

2020年
２月３日

1,100 1,100

0.570%
（注３）

2025年
１月31日

期限
一括 （注４） 無担保

無保証

株式会社みずほ銀行 1,100 1,100
株式会社日本政策投資銀行 850 850
三井住友信託銀行株式会社 800 800
株式会社西日本シティ銀行 700 700
株式会社福岡銀行 650 650
株式会社りそな銀行 400 400
株式会社三井住友銀行

2020年
２月３日

800 800

0.639%
（注３）

2026年
１月30日

株式会社みずほ銀行 700 700
株式会社西日本シティ銀行 500 500
株式会社日本政策投資銀行 450 450
株式会社福岡銀行 350 350
三井住友信託銀行株式会社 300 300
株式会社りそな銀行 300 300
株式会社三井住友銀行

2020年
７月13日

－ 1,500

0.608%
（注３）

2026年
７月31日

株式会社みずほ銀行 － 1,400
株式会社日本政策投資銀行 － 1,200
三井住友信託銀行株式会社 － 800
株式会社りそな銀行 － 500
株式会社新生銀行 － 500
株式会社百十四銀行 － 500
株式会社西日本シティ銀行 － 400
株式会社福岡銀行 － 300

株式会社三井住友銀行 2020年
７月13日 － － 0.355%

2021年
７月30日
（注７）

株式会社三井住友銀行
2020年
７月31日

－ 1,000
0.649%
（注３）

2027年
１月29日

株式会社みずほ銀行 － 850
株式会社りそな銀行 － 500
株式会社西日本シティ銀行 － 200

小　　計 35,719 41,669

合　　計 35,719 41,669

（注１）１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しています。
（注２）平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数第４位を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資関連手数料は含

んでいません。
（注３）金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
（注４）資金使途は、不動産信託受益権等の購入代金、借入金の借換資金等です。
（注５）2020年９月16日付で全額600百万円を期限前返済しています。
（注６）2020年９月16日付で全額1,150百万円を期限前返済しています。
（注７）2020年９月16日付で全額250百万円を期限前返済しています。
（注８）上記借入金については本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間において同順位である旨の特約が付さ

れています。

３．投資法人債
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

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人第1
回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定
同順位特約付）（グリーンボンド）

2020年
９月８日 － 2,000 0.530% 2025年

９月８日 期限一括 （注） 無担保
無保証

合　　　計 － 2,000

（注）資金使途は既存借入金の返済資金です。

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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２．借入状況
　当期末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２） 返済期限 返済

方法 使途 摘要

短
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行 2020年
７月13日

－ －
0.355%

2021年
１月29日
（注５） 期限

一括 （注４） 無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 － －

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2020年
７月31日 － － 0.348%

2021年
１月29日
（注６）

小　　計 － －

長

期

借

入

金

株式会社三井住友銀行

2016年
７月27日

900 －

0.420％
（注３）

2020年
７月31日

期限
一括 （注４） 無担保

無保証

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 750 －
株式会社みずほ銀行 750 －
株式会社りそな銀行 500 －
株式会社西日本シティ銀行 200 －
株式会社三井住友銀行

2018年
２月７日

830 830

0.536％
（注３）

2022年
１月31日

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 650 650
株式会社みずほ銀行 650 650
株式会社日本政策投資銀行 650 650
株式会社りそな銀行 550 550
株式会社西日本シティ銀行 350 350
株式会社三井住友銀行

2018年
２月７日

830 830

0.635％
（注３）

2023年
１月31日

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 650 650
株式会社みずほ銀行 650 650
株式会社日本政策投資銀行 650 650
株式会社りそな銀行 550 550
株式会社西日本シティ銀行 350 350
株式会社三井住友銀行

2018年
２月７日

830 830

0.731％
（注３）

2024年
１月31日

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 650 650
株式会社みずほ銀行 650 650
株式会社日本政策投資銀行 650 650
株式会社りそな銀行 550 550
株式会社西日本シティ銀行 350 350
株式会社三井住友銀行

2018年
７月31日

750 750

0.569％
（注３）

2022年
７月29日

株式会社みずほ銀行 600 600
株式会社日本政策投資銀行 450 450
株式会社りそな銀行 400 400
株式会社西日本シティ銀行 200 200
株式会社三井住友銀行

2018年
７月31日

100 －
0.444％
（注３）

2020年
７月31日株式会社三菱ＵＦＪ銀行 400 －

株式会社みずほ銀行 100 －
株式会社三井住友銀行

2019年
７月16日

527 527

0.402%
（注３）

2023年
７月31日

株式会社みずほ銀行 527 527
株式会社日本政策投資銀行 527 527
株式会社りそな銀行 265 265
株式会社西日本シティ銀行 527 527
三井住友信託銀行株式会社 527 527
株式会社三井住友銀行

2019年
７月31日

936 936

0.308%
（注３）

2021年
７月30日

株式会社みずほ銀行 785 785
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 785 785
株式会社日本政策投資銀行 250 250
株式会社りそな銀行 499 499
株式会社西日本シティ銀行 319 319
株式会社三井住友銀行

2019年
７月31日

927 927

0.462%
（注３）

2024年
７月31日

株式会社みずほ銀行 680 680
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 310 310
株式会社日本政策投資銀行 325 325
株式会社りそな銀行 420 420
株式会社西日本シティ銀行 443 443
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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（ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社）は当期末現在において、第一種金融商品取引業、第二種金融商
品取引業、宅地建物取引業又は不動産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず、該当する事項はありません。

■経理の状況
１．資産、負債、元本及び損益の状況
　「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。

■海外不動産保有法人の状況
１．海外不動産保有法人に係る開示
　該当事項はありません。

２．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。

■その他
１．お知らせ
（１）投資主総会
　該当事項はありません。

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

承認日 項　目 概　要

2020年８月21日 投資法人債の募集その他に係る
一般事務の委託の件

投資法人債発行につき、投資法人債の募集等に関する事務を、ＳＭＢＣ日興証
券株式会社、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社に委託しました。

投資法人債発行につき、投資法人債財務及び発行・支払代理に関する一般事務
を株式会社みずほ銀行に委託しました。

2020年９月29日 資産運用報酬の料率に関する覚
書締結の件 資産運用委託契約に規定する運用報酬の料率について合意しました。

２．その他
　本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切捨て、比率は四捨五入により記載しています。
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■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 取得価格
（百万円） 譲渡年月日 譲渡価格

（百万円）
帳簿価額
（百万円）

売却損益
（百万円）

ロジスクエア上尾 2020年７月13日 4,908 － － － －
ロジスクエア三芳 2020年７月13日 11,700 － － － －
ロジスクエア千歳 2020年７月13日 1,300 － － － －
ロジスクエア鳥栖 － － 2020年８月31日 57 56 0

合　　計 － 17,908 － 57 56 0
（注）取得価格及び譲渡価格は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）を考慮しない金額（信託受益権売買契約書等に記載され

た売買価格）を記載しています。

２．その他の資産の売買状況等
　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
（１）不動産等
取得
又は
譲渡

不動産等の名称 取引年月日 資産の種類
取得価格

又は譲渡価格
（百万円）

鑑定評価額
（百万円） 鑑定評価機関 価格時点

取得 ロジスクエア上尾 2020年７月13日 不動産信託受益権 4,908 4,950 株式会社
谷澤総合鑑定所 2020年５月31日

取得 ロジスクエア三芳 2020年７月13日 不動産信託受益権 11,700 12,100 一般財団法人
日本不動産研究所 2020年５月31日

取得 ロジスクエア千歳 2020年７月13日 不動産信託受益権 1,300 1,500 一般財団法人
日本不動産研究所 2020年５月31日

譲渡 ロジスクエア鳥栖 2020年８月31日 不動産信託受益権 57 53 一般財団法人
日本不動産研究所 2020年８月31日

（注１）上記記載の鑑定評価額は、各鑑定評価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」に基づき実施しています。
（注２）取得価格及び譲渡価格は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）を考慮しない金額（信託受益権売買契約書等に記載さ

れた売買価格）を記載しています。

（２）その他
　本投資法人が行った取引で、投信法第201条の定めにより価格等の調査が必要とされたもののうち不動産等以外の取引については、
ひなた監査法人に調査を委託しています。2020年７月１日から2020年12月31日までの対象期間中に調査対象となった取引は金利ス
ワップ取引が２件であり、当該取引についてひなた監査法人より調査報告書を受領しています。なお、当該調査に際しては金利スワッ
プ取引について取引の相手方の名称、約定数値、取引期間、その他当該金利スワップ取引の内容に関することについて調査を委託して
います。

４．利害関係人等との取引状況
（１）取引状況

区　　分
売買金額等

買付額等 売付額等
総　　額 17,908,000千円 57,088千円

利害関係人等との取引状況の内訳
株式会社シーアールイー 17,908,000千円（100.0％） －千円（－％）

合　　計 17,908,000千円（100.0％） －千円（－％）

（２）支払手数料等の金額

区　分
支払手数料等
総額（Ａ）
（千円）

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

（千円）
管理委託費 122,455 株式会社シーアールイー 121,214 99.0
（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）上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ支払った修繕工事等の支払額は下記のとおりです。

株式会社シーアールイー　　　1,835千円（修繕費等）
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（単位：千円）

前期（ご参考）
2020年６月30日

当期
2020年12月31日

負債の部

流動負債

営業未払金 184,515 130,116

１年内返済予定の長期借入金 3,700,000 3,574,000

未払費用 170,751 219,985

未払法人税等 890 858

前受金 383,430 473,494

その他 67,549 5,814

流動負債合計 4,507,138 4,404,270

固定負債

投資法人債 － 2,000,000

長期借入金 32,019,000 38,095,000

信託預り敷金及び保証金 1,162,379 1,471,842

固定負債合計 33,181,379 41,566,842

負債合計 37,688,517 45,971,112

純資産の部

投資主資本

出資総額 39,420,558 50,285,726

出資総額控除額 △ 341,956 △ 444,048

出資総額（純額） 39,078,601 49,841,677

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 969,606 1,298,917

剰余金合計 969,606 1,298,917

投資主資本合計 40,048,208 51,140,595

純資産合計 ※1 40,048,208 ※1 51,140,595

負債純資産合計 77,736,725 97,111,707
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(単位：千円)

前期（ご参考）
2020年６月30日

当期
2020年12月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,232,080 2,972,453

信託現金及び信託預金 1,786,401 2,370,899

営業未収入金 103,193 150,615

前払費用 107,712 126,459

未収消費税等 526,229 845,221

流動資産合計 4,755,617 6,465,650

固定資産

有形固定資産

信託建物 37,879,973 47,303,072

減価償却累計額 △ 1,778,799 △ 2,219,314

信託建物（純額） 36,101,174 45,083,758

信託構築物 1,952,901 2,546,706

減価償却累計額 △ 66,218 △ 85,121

信託構築物（純額） 1,886,682 2,461,585

信託工具、器具及び備品 682 682

減価償却累計額 △ 244 △ 305

信託工具、器具及び備品（純額） 438 377

信託土地 34,610,101 42,707,322

信託建設仮勘定 63,350 －

有形固定資産合計 72,661,746 90,253,043

無形固定資産

その他 2,066 1,666

無形固定資産合計 2,066 1,666

投資その他の資産

投資有価証券 10,500 10,500

長期前払費用 253,258 316,581

繰延税金資産 13 12

差入敷金及び保証金 10,000 10,000

投資その他の資産合計 273,772 337,093

固定資産合計 72,937,585 90,591,804

繰延資産

創立費 11,104 5,047

投資口交付費 32,417 36,413

投資法人債発行費 － 12,792

繰延資産合計 43,522 54,253

資産合計 77,736,725 97,111,707
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前期（ご参考） （自 2020年１月１日　至 2020年６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
合計出資総額 出資総額

控除額
出資総額
(純額)

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 27,302,166 △ 247,330 27,054,836 686,297 686,297 27,741,133 27,741,133

当期変動額

新投資口の発行 12,118,392 12,118,392 12,118,392 12,118,392

利益超過分配 △ 94,626 △ 94,626 △ 94,626 △ 94,626

剰余金の配当 △ 686,234 △ 686,234 △ 686,234 △ 686,234

当期純利益 969,543 969,543 969,543 969,543

当期変動額合計 12,118,392 △ 94,626 12,023,765 283,309 283,309 12,307,074 12,307,074

当期末残高 ※1
39,420,558 △ 341,956 39,078,601 969,606 969,606 40,048,208 40,048,208

当期 （自 2020年７月１日　至 2020年12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
合計出資総額 出資総額

控除額
出資総額
(純額)

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 39,420,558 △ 341,956 39,078,601 969,606 969,606 40,048,208 40,048,208

当期変動額

新投資口の発行 10,865,167 10,865,167 10,865,167 10,865,167

利益超過分配 △ 102,091 △ 102,091 △ 102,091 △ 102,091

剰余金の配当 △ 969,522 △ 969,522 △ 969,522 △ 969,522

当期純利益 1,298,833 1,298,833 1,298,833 1,298,833

当期変動額合計 10,865,167 △ 102,091 10,763,076 329,311 329,311 11,092,387 11,092,387

当期末残高 ※1
50,285,726 △ 444,048 49,841,677 1,298,917 1,298,917 51,140,595 51,140,595
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（単位：千円）

前期（ご参考）
自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

当期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

営業収益

賃貸事業収入 ※１ 2,001,134 ※１ 2,555,517

その他賃貸事業収入 ※１,※３ 29,419 ※１ 48,147

不動産等売却益 － ※２ 295

営業収益合計 2,030,554 2,603,960

営業費用

賃貸事業費用 ※１,※３ 662,830 ※１ 802,053

資産運用報酬 176,310 230,211

資産保管手数料 1,763 2,285

一般事務委託手数料 12,230 15,234

役員報酬 4,500 4,500

その他営業費用 21,552 25,933

営業費用合計 879,187 1,080,218

営業利益 1,151,366 1,523,742

営業外収益

受取利息 14 17

還付加算金 717 530

営業外収益合計 732 547

営業外費用

支払利息 89,884 117,539

投資法人債利息 － 3,339

融資関連費用 58,741 67,795

創立費償却 6,056 6,056

投資口交付費償却 11,352 14,422

投資法人債発行費償却 － 913

その他 15,627 14,525

営業外費用合計 181,663 224,593

経常利益 970,436 1,299,696

税引前当期純利益 970,436 1,299,696

法人税、住民税及び事業税 892 861

法人税等調整額 0 1

法人税等合計 892 863

当期純利益 969,543 1,298,833

前期繰越利益 62 84

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 969,606 1,298,917
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（貸借対照表に関する注記）
前期（ご参考）

2020年６月30日
当期

2020年12月31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 2020年１月１日　至 2020年６月30日
当期

自 2020年７月１日　至 2020年12月31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 1,930,829
共益費収入 70,305
　計 2,001,134

その他賃貸事業収入
水道光熱費収入 16,642
その他収入 12,776
　計 29,419

不動産賃貸事業収益合計 2,030,554
B．不動産賃貸事業費用

賃貸事業費用
管理委託費 98,654
水道光熱費 17,651
公租公課 164,270
損害保険料 6,710
修繕費 7,134
減価償却費 363,269
その他賃貸事業費用 5,140

不動産賃貸事業費用合計 662,830
C．不動産賃貸事業損益（A－B） 1,367,723

※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 2,475,227
共益費収入 80,290
　計 2,555,517

その他賃貸事業収入
水道光熱費収入 21,227
その他収入 26,919
　計 48,147

不動産賃貸事業収益合計 2,603,664
B．不動産賃貸事業費用

賃貸事業費用
管理委託費 122,455
水道光熱費 22,212
公租公課 164,256
損害保険料 8,711
修繕費 18,420
減価償却費 459,479
その他賃貸事業費用 6,516

不動産賃貸事業費用合計 802,053
C．不動産賃貸事業損益（A－B） 1,801,611

―

※２．不動産等売却益の内訳
ロジスクエア鳥栖敷地の一部（収用に伴う売却）

（単位：千円）
不動産等売却収入 57,088
不動産等売却原価 56,792
不動産等売却益 295

※３．主要投資主との取引
（単位：千円）

営業取引によるもの（注）
営業収益 331
営業費用 8,134 ―

（注）本投資法人の2020年１月21日の新投資口発行にあたり、株式会社シーア
ールイーはその保有投資口の一部を売出したため、期末日現在においては
主要投資主に該当していません。このため、取引金額には主要投資主であ
った期間の金額を記載しています。

（投資主資本等変動計算書に関する注記）
前期（ご参考）

自 2020年１月１日　至 2020年６月30日
当期

自 2020年７月１日　至 2020年12月31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 347,250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 423,500口
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
期別

項目
前期（ご参考）

自  2020年１月１日　至 2020年６月30日
当期

自  2020年７月１日　至 2020年12月31日
１．資産の評価基準及び評価方

法
有価証券

その他有価証券
時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しています。

有価証券
その他有価証券

時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しています。

２．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 ２～80年
構築物 64～80年
工具、器具及び備品 ３～10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 ２～80年
構築物 10～80年
工具、器具及び備品 ３～10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。

３．繰延資産の処理方法 （１）創立費
　５年間にわたり均等償却を行っています。

（２）投資口交付費
　３年間にわたり均等償却を行っています。

（１）創立費
　５年間にわたり均等償却を行っています。

（２）投資口交付費
　３年間にわたり均等償却を行っています。

（３）投資法人債発行費
　償還までの期間にわたり均等償却を行ってい
ます。

４．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88,891千円です。

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26,282千円です。

５．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっています。
　ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ
については特例処理を採用しています。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段：金利スワップ取引
　ヘッジ対象：借入金金利

（３）ヘッジ方針
　本投資法人はリスク管理の基本方針を定めた
規程に基づき、投資法人規約に規定するリスクを
ヘッジする目的でデリバティブ取引を行ってい
ます。

（４）ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップは特例処理の要件を満たしてい
るため、有効性の評価は省略しています。

（１）ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっています。
　ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ
については特例処理を採用しています。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段：金利スワップ取引
　ヘッジ対象：借入金金利

（３）ヘッジ方針
　本投資法人はリスク管理の基本方針を定めた
規程に基づき、投資法人規約に規定するリスクを
ヘッジする目的でデリバティブ取引を行ってい
ます。

（４）ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップは特例処理の要件を満たしてい
るため、有効性の評価は省略しています。

６．その他計算書類作成のため
の基本となる重要な事項

（１）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する
会計処理方法

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

び備品、信託土地、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、該当勘定科目に計上した信託財産のうち
重要性がある下記の科目については、貸借対照表
において区分掲記しています。
　　①信託現金及び信託預金
　　②信託建物、信託構築物、信託工具、器具及

び備品、信託土地
　　③信託預り敷金及び保証金

（２）消費税等の処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式
によっています。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　2020年6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、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（注１） 差　額

（１）現金及び預金 2,232,080 2,232,080 －
（２）信託現金及び信託預金 1,786,401 1,786,401 －

資産計 4,018,481 4,018,481 －
（１）１年内返済予定の長期借入金 3,700,000 3,702,134 2,134
（２）長期借入金 32,019,000 32,015,311 △3,688

負債計 35,719,000 35,717,446 △1,553
デリバティブ取引 － － －

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
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）１年内返済予定の長期借入金、（２）長期借入金
これらは金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用さ
れる合理的に見積もられる割引率で割り引いて算定する方法によっています。

デリバティブ取引
（１）ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。

（２）ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は次のとおりです。

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の種類等 主な
ヘッジ対象

契約額等 時　価 当該時価の
算定方法うち１年超

金利スワップの特例処理 金利スワップ取引
変動受取・固定支払 長期借入金 35,719,000 32,019,000 ※ －

※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて
記載しています。（上記負債（１）及び（２）参照）

（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
信託預り敷金及び保証金 1,162,379

　信託預り敷金及び保証金のうち上記貸借対照表計上額については、市場価格がなく、かつ、返還予定時期等を想定することが困難であることから、合理的に
将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握す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 2,232,080 － － － － －
信託現金及び信託預金 1,786,401 － － － － －

合　　計 4,018,481 － － － － －

（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

長期借入金 3,700,000 7,254,000 6,080,000 6,580,000 8,705,000 3,400,000
合　　計 3,700,000 7,254,000 6,080,000 6,580,000 8,705,000 3,400,000
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（税効果会計に関する注記）
前期（ご参考）

2020年６月30日
当期

2020年12月31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 13
繰延税金資産合計 13

（繰延税金資産の純額） 13

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 12
繰延税金資産合計 12

（繰延税金資産の純額） 12

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

法定実効税率 31.46％
（調整）

支払分配金の損金算入額 △ 31.43％
その他 0.06％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.09％

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

法定実効税率 31.46％
（調整）

支払分配金の損金算入額 △ 31.44％
その他 0.05％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.07％

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
前期（ご参考）

自 2020年１月１日　至 2020年６月30日
当期

自 2020年７月１日　至 2020年12月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
前期（自 2020年１月１日　至 2020年６月30日）（ご参考）
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、新たな運用資産の取得等に際し、投資口の発行、金融機関からの借入れ又は投資法人債の発行等による資金調達を行
います。
　余剰資金は、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分に勘案の上、慎重に運用を行っています。
　また、デリバティブ取引については、借入れその他の資金調達に係る金利変動リスクその他のリスクをヘッジするために利用し、投
機的な取引は行いません。

（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
　預金は、本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限
定し、信用格付の高い預入先金融機関と取引することで、信用リスクを限定しています。
　借入金については、主に不動産を信託財産とする信託受益権の取得、本投資法人の運営に要する資金等を使途とした資金調達です。
このうち変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引をヘッジ手段として利用しています。デ
リバティブ取引は、金利スワップであり、変動金利による資金調達の支払利息を実質固定化することにより、金利変動リスクをヘッジ
する取引を行っています。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、前
記「重要な会計方針に係る事項に関する注記　５．ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
　テナントから預かった敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、契約満了前の退去による流動性リスクに晒されていますが、
本投資法人では資産運用会社が資金繰予定表を作成し手許流動性を管理すること等により流動性リスクを管理しています。

（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。
また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は次のとおりです。
（単位：千円）

ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の種類等 主な
ヘッジ対象

契約額等 時　価 当該時価の
算定方法うち１年超

金利スワップの特例処理 金利スワップ取引
変動受取・固定支払 長期借入金 41,669,000 38,095,000 ※ －

※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて
記載しています。（上記負債（１）及び（３）参照）

（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
信託預り敷金及び保証金 1,471,842

　信託預り敷金及び保証金のうち上記貸借対照表計上額については、市場価格がなく、かつ、返還予定時期等を想定することが困難であることから、合理的に
将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握す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 2,972,453 － － － － －
信託現金及び信託預金 2,370,899 － － － － －

合　　計 5,343,353 － － － － －

（注４）投資法人債及び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

投資法人債 － － － － 2,000,000 －
長期借入金 3,574,000 6,080,000 6,580,000 6,785,000 5,600,000 13,050,000

合　　計 3,574,000 6,080,000 6,580,000 6,785,000 7,600,000 13,050,000

（賃貸等不動産に関する注記）
前期（自 2020年１月１日　至 2020年６月30日）（ご参考）
　本投資法人では、主として首都圏において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸用物流施設を保有しています。これら賃貸等不
動産に係る貸借対照表計上額、当期増減額及び当期末の時価は、以下のとおりです。

（単位：千円）
貸借対照表計上額（注１） 当期末の時価

（注３）当期首残高 当期増減額（注２） 当期末残高
53,156,796 19,504,950 72,661,746 78,580,000

（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）当期の増減額のうち、主な増加額は４物件（ロジスクエア草加、ロジスクエア八潮、ロジスクエア瑞穂Ａ及びロジスクエア瑞穂Ｂ）の取得（19,867,868千円）

によるものであり、主な減少額は減価償却費（363,269千円）によるものです。
（注３）当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。

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

当期（自 2020年７月１日　至 2020年12月31日）
　本投資法人では、主として首都圏において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸用物流施設を保有しています。これら賃貸等不
動産に係る貸借対照表計上額、当期増減額及び当期末の時価は、以下のとおりです。

（単位：千円）
貸借対照表計上額（注１） 当期末の時価

（注３）当期首残高 当期増減額（注２） 当期末残高
72,661,746 17,591,296 90,253,043 98,780,000

（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）当期の増減額のうち、主な増加額は３物件（ロジスクエア上尾、ロジスクエア三芳及びロジスクエア千歳）の取得（18,068,659千円）によるものであり、主

な減少額はロジスクエア鳥栖の敷地の一部売却（56,792千円）及び減価償却費（459,479千円）によるものです。
（注３）当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。

　なお、賃貸等不動産に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
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当期（自 2020年７月１日　至 2020年12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、新たな運用資産の取得等に際し、投資口の発行、金融機関からの借入れ又は投資法人債の発行等による資金調達を行
います。
　余剰資金は、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分に勘案の上、慎重に運用を行っています。
　また、デリバティブ取引については、借入れその他の資金調達に係る金利変動リスクその他のリスクをヘッジするために利用し、投
機的な取引は行いません。

（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
　預金は、本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限
定し、信用格付の高い預入先金融機関と取引することで、信用リスクを限定しています。
　借入金及び投資法人債については、主に不動産を信託財産とする信託受益権の取得、本投資法人の運営に要する資金等を使途とした
資金調達です。このうち変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引をヘッジ手段として利用
しています。デリバティブ取引は、金利スワップであり、変動金利による資金調達の支払利息を実質固定化することにより、金利変動
リスクをヘッジする取引を行っています。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法
については、前記「重要な会計方針に係る事項に関する注記５．ヘッジ会計の方法」をご参照ください。
　テナントから預かった敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、契約満了前の退去による流動性リスクに晒されていますが、
本投資法人では資産運用会社が資金繰予定表を作成し手許流動性を管理すること等により流動性リスクを管理しています。

（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。
また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2020年12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（注１） 差　額

（１）現金及び預金 2,972,453 2,972,453 －
（２）信託現金及び信託預金 2,370,899 2,370,899 －

資産計 5,343,353 5,343,353 －
（１）１年内返済予定の長期借入金 3,574,000 3,574,009 9
（２）投資法人債 2,000,000 2,001,600 1,600
（３）長期借入金 38,095,000 38,099,282 4,282

負債計 43,669,000 43,674,891 5,891
デリバティブ取引 － － －

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
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）１年内返済予定の長期借入金、（３）長期借入金
これらは金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用さ
れる合理的に見積もられる割引率で割り引いて算定する方法によっています。

（２）投資法人債
日本証券業協会による公表参考値によっています。

デリバティブ取引
（１）ヘッジ会計が適用されていないもの
該当事項はありません。

（２）ヘッジ会計が適用されているもの
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（重要な後発事象に関する注記）
前期（自 2020年１月１日　至 2020年６月30日）（ご参考）
（１）新投資口の発行
　本投資法人は、2020年６月29日及び2020年７月７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
新投資口発行については2020年７月13日に、第三者割当による新投資口発行については2020年８月12日にそれぞれ払込が完了して
います。この結果、2020年８月12日現在、出資総額（純額）は49,943,769,250円、発行済投資口の総口数は423,500口となってい
ます。

（公募による新投資口発行）
発行新投資口数 72,750口
発行価格 1口当たり147,828円
発行価格の総額 10,754,487,000円
発行価額 1口当たり142,494円
発行価額の総額 10,366,438,500円
払込期日 2020年 7 月13日
分配金起算日 2020年 7 月 1 日

（第三者割当による新投資口発行）
発行新投資口数 3,500口
発行価額 1口当たり142,494円
発行価額の総額 498,729,000円
払込期日 2020年 8 月12日
分配金起算日 2020年 7 月 1 日
割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

（資金使途）
　上記の公募に係る調達資金については、下記「（３）資産の取得」に記載の不動産信託受益権の取得資金の一部に充当しました。
また、第三者割当に係る調達資金については、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

（２）資金の借入れ
　本投資法人は、下記「（３）資産の取得」に記載の不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当するため、以下の資金
借入れを実行しました。

区分 借入先 借入金額
（百万円） 利　率 借　入

実行日 借入方法 返済期日 返済
方法 摘　要

長
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行 1,500

基準金利（全銀協３ヶ月日
本円TIBOR）＋0.500％
（注）

2020年
７月13日

2020年７月９日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2026年
７月31日

期限
一括
弁済

無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 1,400
株式会社日本政策投資銀行 1,200
三井住友信託銀行株式会社 800
株式会社りそな銀行 500
株式会社新生銀行 500
株式会社百十四銀行 500
株式会社西日本シティ銀行 400
株式会社福岡銀行 300

株式会社三井住友銀行 250 基準金利（全銀協１ヶ月日
本円TIBOR）＋0.300％

2020年
７月13日

2020年７月９日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2021年
７月30日

期限
一括
弁済

無担保
無保証

短
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行 300 基準金利（全銀協１ヶ月日
本円TIBOR）＋0.300％

2020年
７月13日

2020年７月９日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2021年
１月29日

期限
一括
弁済

無担保
無保証株式会社みずほ銀行 300

合　　計 7,950 － － － － － －
（注）別途スワップ契約の締結により、借入利率は実質的に0.608％で固定されています。

（３）資産の取得
　本投資法人は、以下の不動産信託受益権を取得しました。なお、取得価格は、取得に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）
を含まない金額（信託受益権売買契約書等に記載された売買価格）を記載しています。

不動産等の名称 取得日 取得価格 所在地
ロジスクエア上尾 2020年７月13日 4,908百万円 埼玉県上尾市
ロジスクエア三芳 2020年７月13日 11,700百万円 埼玉県三芳町
ロジスクエア千歳 2020年７月13日 1,300百万円 北海道千歳市

合　　計 － 17,908百万円 －
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（関連当事者との取引に関する注記）
前期（自 2020年１月１日　至 2020年６月30日）（ご参考）

属　性 会社等の名称 事業の内容
又は職業

投資口の
所有割合
（％）

取引の内容
取引金額
（千円）
（注２）
（注３）

科　目
期末残高
（千円）
（注２）
（注３）

主要投資主（注５）
利害関係人等

株式会社シーアールイ
ー 不動産業 7.02

管理委託費の支払 97,841 営業未払金 18,786

不動産などの賃貸 3,683 前受金 696

（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）取引金額には消費税等は含まれていませんが、期末残高には含まれています。
（注３）千円未満を切捨てて表示しています。
（注４）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。
（注５）本投資法人の2020年1月21日の新投資口発行にあたり、株式会社シーアールイーはその保有投資口の一部を売出したため、期末日現在においては主要投資主

に該当していません。

当期（自 2020年７月１日　至 2020年12月31日）

属　性 会社等の名称 事業の内容
又は職業

投資口の
所有割合
（％）

取引の内容
取引金額
（千円）
（注２）
（注３）

科　目
期末残高
（千円）
（注２）
（注３）

利害関係人等 株式会社シーアールイ
ー 不動産業 4.81

管理委託費の支払 121,214 営業未払金 22,481

不動産などの賃貸
（注５） 466,806

前受金 91,084

営業未収入金 61,570
不動産信託受益権の
購入 17,908,000 － －

（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）取引金額には消費税等は含まれていませんが、期末残高には含まれています。
（注３）千円未満を切捨てて表示しています。
（注４）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。
（注５）エンドテナントとの賃貸借契約にかかわらず、マスターリース契約上の月額賃料を一定期間固定金額で受領している場合には、当該期間における賃料を含めて

います。

（１口当たり情報に関する注記）
前期（ご参考）

自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

当期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

１口当たり純資産額 115,329円
１口当たり当期純利益 2,872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
加重平均投資口数で除することにより算定しています。
なお、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 120,757円
１口当たり当期純利益 3,107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
加重平均投資口数で除することにより算定しています。
なお、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益について
は、潜在投資口がないため記載していません。

（注）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前期（ご参考）
自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

当期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

当期純利益 （千円） 969,543 1,298,833
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） 969,543 1,298,833
期中平均投資口数 （口） 337,579 417,956
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（単位：円）

前期（ご参考）
自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

当期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

Ⅰ．当期未処分利益 969,606,507 1,298,917,519

Ⅱ．利益超過分配金加算額
　　出資総額控除額 102,091,500 137,637,500

Ⅲ．分配金の額 1,071,613,500 1,436,512,000
　　（投資口１口当たり分配金の額） (3,086) (3,392)

　　うち利益分配金 969,522,000 1,298,874,500
　　（うち１口当たり利益分配金） (2,792) (3,067)

　　うち利益超過分配金 102,091,500 137,637,500
　　（うち１口当たり利益超過分配金） (294) (325)

Ⅳ．次期繰越利益 84,507 43,019

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第39条（１）に定める分
配方針に基づき、分配金額は、租税特別措
置法第67条の15に規定されている「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347,250口の整数倍
の最大値となる969,522,000円を利益分
配金として分配することとしました。
なお、本投資法人は、本投資法人の規約第
39条（２）に定める金銭の分配の方針に基
づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分
配（税法上の出資等減少分配に該当する出
資の払戻し）を行います。かかる方針をふ
まえ、減価償却費の28.1％にほぼ相当する
額である102,091,500円を、利益を超える
金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該
当する出資の払戻し）として分配すること
としました。

本投資法人の規約第39条（１）に定める分
配方針に基づき、分配金額は、租税特別措
置法第67条の15に規定されている「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423,500口の整数倍
の最大値となる1,298,874,500円を利益
分配金として分配することとしました。
なお、本投資法人は、本投資法人の規約第
39条（２）に定める金銭の分配の方針に基
づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分
配（税法上の出資等減少分配に該当する出
資の払戻し）を行います。かかる方針をふ
まえ、減価償却費の30％にほぼ相当する額
である137,637,500円を、利益を超える金
銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当
する出資の払戻し）として分配することと
しました。

（注）本投資法人は、安定的な分配の維持又は本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断した場合、法令等（投信協会の定める規則等を
含みます。）において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。
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Ⅴ 注記表
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当期（自 2020年７月１日　至 2020年12月31日）
（１）新投資口の発行
　本投資法人は、2021年１月４日及び2021年１月13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
新投資口発行については2021年１月19日に、第三者割当による新投資口発行については2021年２月10日にそれぞれ払込が完了して
います。この結果、2021年２月10日現在、出資総額（純額）は60,704,055,850円、発行済投資口の総口数は500,150口となってい
ます。

（公募による新投資口発行）
発行新投資口数 73,000口
発行価格 1口当たり146,835円
発行価格の総額 10,718,955,000円
発行価額 1口当たり141,714円
発行価額の総額 10,345,122,000円
払込期日 2021年 1 月19日
分配金起算日 2021年 1 月 1 日

（第三者割当による新投資口発行）
発行新投資口数 3,650口
発行価額 1口当たり141,714円
発行価額の総額 517,256,100円
払込期日 2021年 2 月10日
分配金起算日 2021年 1 月 1 日
割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

（資金使途）
　上記の公募に係る調達資金については、下記「（３）資産の取得」に記載の不動産信託受益権の取得資金の一部に充当しました。
また、第三者割当に係る調達資金については、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

（２）資金の借入れ
　本投資法人は、下記「（３）資産の取得」に記載の不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当するため、以下の資金
借入れを実行しました。

区分 借入先 借入金額
（百万円） 利　率 借　入

実行日 借入方法 返済期日 返済
方法 摘　要

長
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行 900

基準金利（全銀協３ヶ月日
本円TIBOR）＋0.425％
（注１）

2021年
１月19日

2021年１月15日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2025年
７月31日

期限
一括
弁済

無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 800
株式会社日本政策投資銀行 600
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 700
三井住友信託銀行株式会社 400
株式会社新生銀行 400
株式会社あおぞら銀行 400
株式会社富山銀行 300
株式会社三井住友銀行 900

基準金利（全銀協３ヶ月日
本円TIBOR）＋0.525％
（注２）

2021年
１月19日

2021年１月15日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2027年
７月30日

期限
一括
弁済

無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 700
株式会社日本政策投資銀行 500
三井住友信託銀行株式会社 400
株式会社新生銀行 400
株式会社あおぞら銀行 600
株式会社三井住友銀行 500 基準金利（全銀協１ヶ月日

本円TIBOR）＋0.300％
2021年

１月19日
2021年１月15日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2022年
１月31日

期限
一括
弁済

無担保
無保証株式会社みずほ銀行 500

株式会社三井住友銀行 900 基準金利（全銀協１ヶ月日
本円TIBOR）＋0.300％

2021年
１月19日

2021年１月15日付
で締結の個別貸付契
約に基づく借入れ

2022年
１月31日

期限
一括
弁済

無担保
無保証

合　　計 9,900 － － － － － －

（注１）別途スワップ契約の締結により、借入利率は実質的に0.471％で固定されています。
（注２）別途スワップ契約の締結により、借入利率は実質的に0.587％で固定されています。

（３）資産の取得
　本投資法人は、以下の不動産信託受益権を取得しました。なお、取得価格は、取得に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）
を含まない金額（信託受益権売買契約書等に記載された売買価格）を記載しています。

不動産等の名称 取得日 取得価格 所在地
ロジスクエア狭山日高
（準共有持分80％） 2021年１月19日 14,066百万円 埼玉県飯能市

ロジスクエア川越Ⅱ 2021年１月19日 3,244百万円 埼玉県川越市
ロジスクエア神戸西 2021年１月19日 3,479百万円 兵庫県神戸市

合　　計 － 20,789百万円 －
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（重要な会計方針に関する注記）（参考情報）
前期

自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

当期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

キャッシュ・フロー計算書に
おける資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及
び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、随時引
き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可
能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到
来する短期投資からなっています。

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及
び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、随時引
き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可
能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到
来する短期投資からなっています。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）（参考情報）
前期

自 2020年１月１日　至 2020年６月30日
当期

自 2020年７月１日　至 2020年12月31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）
（2020年６月30日現在）

現金及び預金 2,232,080
信託現金及び信託預金 1,786,401
使途制限付預金（注） △ 1,126,447
現金及び現金同等物 2,892,033

※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）
（2020年12月31日現在）

現金及び預金 2,972,453
信託現金及び信託預金 2,370,899
使途制限付預金（注） △ 1,471,842
現金及び現金同等物 3,871,510

（注）テナントから預かっている敷金及び保証金の返還のために留保されている預金です。
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Ⅷ キャッシュ・フロー計算書（参考情報）
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（単位：千円）

前期
自  2020年 1 月 1 日
至  2020年 6 月30日

当期
自  2020年 7 月 1 日
至  2020年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純利益 970,436 1,299,696

　減価償却費 363,669 459,879

　創立費償却 6,056 6,056

　投資口交付費償却 11,352 14,422

　投資法人債発行費償却 － 913

　受取利息 △ 14 △ 17

　支払利息 89,884 120,879

　営業未収入金の増減額（△は増加） △ 1,385 △ 47,422

　未収消費税等の増減額（△は増加） △ 286,473 △ 318,991

　前払費用の増減額（△は増加） △ 13,162 △ 18,747

　営業未払金の増減額（△は減少） 85,884 △ 54,399

　未払費用の増減額（△は減少） 39,688 37,771

　前受金の増減額（△は減少） 98,284 90,064

　長期前払費用の増減額（△は増加） △ 47,345 △ 63,322

　信託有形固定資産の売却による減少額 － 56,792

　その他 62,253 △ 61,070

　小計 1,379,129 1,522,505

　利息の受取額 14 17

　利息の支払額 △ 80,772 △ 109,417

　法人税等の支払額 △ 874 △ 893

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,297,497 1,412,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

　信託有形固定資産の取得による支出 △ 19,868,220 △ 18,107,569

　信託預り敷金及び保証金の受入による収入 173,168 309,463

　使途制限付預金の預入による支出 △ 389,110 △ 345,394

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 20,084,161 △ 18,143,500

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 － 1,750,000

　短期借入金の返済による支出 － △ 1,750,000

　長期借入れによる収入 9,000,000 9,900,000

　長期借入金の返済による支出 － △ 3,950,000

　投資法人債の発行による収入 － 1,986,293

　投資口の発行による収入 12,100,768 10,846,749

　分配金の支払額 △ 780,165 △ 1,072,277

　財務活動によるキャッシュ・フロー 20,320,602 17,710,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,533,938 979,476

現金及び現金同等物の期首残高 1,358,094 2,892,033

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,892,033 ※１ 3,871,510

（注）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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1月

7月

2月

8月

3月

9月

4月

10月

5月

11月

6月

12月

12月期決算発表

6月期決算発表

6月期決算月

12月期決算月

12月期分配金支払い開始
12月期資産運用報告発送

6月期分配金支払い開始
6月期資産運用報告発送

所有者別投資主数 所有者別投資口数
その他国内法人
185人、2.0%

金融機関
63人、0.7%

個人・その他
8,835人、95.7%

証券会社
22人、0.2%

外国人
127人、1.4%

9,232
人

その他国内法人
29,857口、

7.1％

金融機関
268,753口、
63.5％

個人・その他
56,071口、
13.2％

外国人
60,435口、

14.3％

423,500
口

証券会社
8,384口、2.0％

資産運用委託契約イ

財務及び発行・支払代理契約二 プロパティマネジメント業務委託契約／マスターリース契約ヘスポンサーサポート契約ホ
一般事務委託契約／資産保管業務委託契約ロ 事務委託契約（投資口事務受託契約）ハ

本投資法人

投資主総会

役員会
執行役員：伊藤 毅
監督役員：磯部 健介
監督役員：中村 健一

会計監査人
PwCあらた有限責任監査法人

本資産運用会社

本資産運用会社の親会社／
スポンサー／

プロパティマネジメント会社／
マスターリース会社

一般事務受託者／
資産保管会社

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

投資法人債に関する
一般事務受託者

株式会社みずほ銀行

イ

ロ

二

投資主名簿等管理人

みずほ信託銀行株式会社

ハ

ヘ

ホ

（口）（円）
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2019年
1月2月 6月 12月 12月12月

2018年2月7日上場
発行価格110,000円

2019年7月16日第1回公募増資
発行価格117,975円

2020年1月21日第2回公募増資
発行価格142,837円

2020年7月13日第3回公募増資
発行価格147,828円

2021年1月19日第4回公募増資
発行価格146,835円

売買高（右軸） 終値（左軸）

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

投資主インフォメーション

本投資法人の仕組み（2020年12月31日現在） 投資口価格の推移

投資主の構成（2020年12月31日現在）

IRカレンダー個人投資家向けIR活動実績

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　オンライン説明会
【日　時】2021年4月7日（水）19時～20時 
【出演者】ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社　代表取締役社長 伊藤 毅
【参加方法】右のQRコードでアクセス後、当該セミナーをクリック

又は、SBI証券ホームページhttps://www.sbisec.co.jp/のトップメニュー内
「セミナー」よりアクセスしてください。

2020年 10月2日 日経Jリートセミナー（動画配信）

名　称 ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社

住　所 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟14階

設立年月日 2006年7月6日

株　主 株式会社シーアールイー（100%）

登録・免許
宅地建物取引業　東京都知事（3）　第87859号
金融商品取引業　関東財務局長（金商）　第1325号（投資運用業）
取引一任代理等　国土交通大臣認可　第104号

本資産運用会社の概要（2020年12月31日現在）

お知らせ
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