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1. エグゼクティブサマリー

3エグゼクティブサマリー

 経済再開の動きはあるも、全体の需給改善には時間を要する
 広域渋⾕圏のオフィス稼働率は好調、ホテルでは回復の兆しもみられる

運⽤の状況

 苦戦エリアのオフィスは稼働を優先し、商業は「⽴地の優位性」の活⽤を強化
 物件取得による収⽀改善と資産⼊替によるポートフォリオ・クオリティの向上を継続
 圧縮記帳による内部留保を活⽤し安定的なDPUマネジメントを実現

 収益回復に向け、⼊替戦略に基づく売却を実施
 プロアクティブな投資主還元施策として⾃⼰投資⼝取得/消却を実施

投資主価値向上施策

今後の⽅針

















2. 決算・業績予想

112022年5⽉期（第21期）の運⽤実績と今後の運⽤⽅針

2022年5⽉期（第21期）運⽤実績 今後の運⽤⽅針

決算/
業績予想

2022年5⽉期(第21期)実績分配⾦︓

9,510円/⼝（対予想＋185円）

2022年11⽉期(第22期)予想分配⾦︓
9,300円/⼝（対予想＋90円）

2023年 5⽉期(第23期)予想分配⾦︓
9,350円/⼝

⼊替戦略等
• A-FLAG北⼼斎橋、ルオーゴ汐留の売却決定による

次期以降の分配原資の確保と内部留保の積上
• ⾃⼰投資⼝取得/消却による1⼝当たり利益の増加

• 売却資⾦を活⽤した物件取得によりNOIの安定的向上
• ⼊替継続によりポートフォリオ収益性・安定性改善
• スポンサーサポートは不変かつ外部取引も継続

オフィス
• 物件別のリーシング戦略に基づき、予想稼働率を上回って着地
• 広域渋⾕圏、⼤阪は市況回復を確実に捉え稼働安定

• 汐留、品川等弱含みのエリアのリーシングは⻑期化も、
稼働向上優先を継続

• 広域渋⾕圏等は回復基調に沿って内部成⻑を⽬指す

商業

• 都市型商業は回復傾向も、経済再開から本格回復までの
タイムラグにより⼀部施設ではリーシングに苦戦

• 神⼾ホテルの歩合賃料が発⽣、
郊外型商業では安定的にテナント⼊替を実現

• 都市型商業は⽴地優位性を活⽤したテナントニーズ変化への
対応にチャレンジし、安定性を確保しつつ収益成⻑を⽬指す

• 郊外型商業、ホテルは安定性を基軸にしつつ⼀部内部成⻑も
⽬指す

財務/
ESG

• 着実なリファイナンスにより、堅実な財務運営を継続
• 環境管理システムのISO認証取得、再⽣可能エネルギーの

KPI設定により、ESGの取組みを強化

• サステナブルファイナンスも活⽤した堅実な財務運営の継続
• 内部留保の積み上げによる将来の安定性確保























3. 内部成⻑
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ホテルの状況
経済活動回復の動きを受け、⼀部ホテルでは売上の回復により歩合賃料が発⽣
ホテル2テナントの契約は⻑期定借を締結済みであり、ダウンサイドリスクは限定的

2022.5(第21期)
平均45%

2022.5(第21期)
平均45%

2021.11(第20期) 2022.5(第21期) 2021.11(第20期) 2022.5(第21期)

客室稼働率(注) RevPAR(コロナ前同⽉⽐)（注）

2. ホテルの客室稼働率/RevPAR

• 2027年3⽉までの定期賃貸借契約を締結済み
• 2021年11⽉より歩合発⽣基準売上⾼を引き上げ、

固定賃料を増額
• 歩合発⽣時のアップサイドを確保しつつ、

安定収⼊の確保を実現

UR-7 神⼾旧居留地25番館

• 2051年2⽉までの定期賃貸借契約を締結済み
• 歩合条件は従前同様で、アップサイドを確保

UR-8 AｰFLAG札幌

⻑
期
契
約
済

3. ホテルの契約状況

1. 神⼾旧居留地25番館での歩合賃料復活

UR-7 神⼾旧居留地25番館

 婚礼需要の復活により、2021年度は
歩合発⽣基準売上⾼を上回る実績

 2022年度も保守的に
歩合賃料の発⽣を⾒込む

神⼾旧居留地25番館の歩合賃料実績と予算

注 2021/6~2021/12は2018年⽐、2022/1~2022/5は2019年⽐

歩合発⽣
なし

2021年度程度の
歩合発⽣を想定

















5. 財務・ESG

30ESGの取り組み 〜 S (Social) 〜

1. テナント

 継続したオフィステナントへの満⾜度
調査実施に加え、
商業テナントの実施物件数を⼤幅
に拡⼤

 調査の結果を、継続的なテナント
満⾜度の向上施策へ活⽤

S（社会）

APIのマテリアリティ（重要課題）
・ ⼈材開発と育成
・ 地域への貢献
・ テナントの健康と快適性
・ サプライヤーとのエンゲージメント

11.3 包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な⼈間居住計画・管理の能⼒を強化する

12.8 あらゆる場所の⼈々が持続可能な開発および⾃然と調和したライフスタイルに関する情報と意識をもつようにする

関連するSDGsターゲット（〜2030年）

テナントCS調査の実施

産学連携イベントの実施

 「東京デザイン学園」と協同し、卒業⽣、在校⽣の作品を物件内に展⽰
 コロナ禍による展⽰会の機会を失っていた学⽣に場を提供するとともに、

施設の活性化にも寄与

2. 投資家
個⼈向けオンライン決算説明会の実施

 複数のプラットフォームを活⽤したオンライン説明会を実施
 コロナ過でも継続的な投資家リレーションを実施

３. 個別物件における取り組み

（東急プラザ表参道原宿）

テナント従業員向け優待サービス（オフィス物件）

 テナント従業員向け優待サービス
「Workerʼs Garden」を24物件に拡⼤

 スポンサーグループの商業施設や宿泊施設での割引
など幅広い特典・サービスを提供

 ⼊居することで従業員の福利厚⽣の充実が図れ、
テナント企業がAPI物件を選好する機会へ

2022年3⽉23⽇
⽇経J-リート・インフラファンドフォーラムWEBセミナー
⽇本経済新聞社ならびにプロネクサスによるJリートとインフラファン
ドのさらなる普及を⽬的とした通年企画。WEB配信にてセミナーを
開催

2022年4⽉11⽇
⽇本証券新聞デジタル版 『Jリート オンラインセミナー』
⽇本唯⼀の「証券・⾦融の総合専⾨全国紙」である⽇本証券新
聞デジタル版およびYoutubeにて2021年11⽉期決算説明セミ
ナーを配信



5. 財務・ESG

31ESGの取り組み 〜 Governance 〜

G（ガバナンス）

APIのマテリアリティ（重要課題） 関連するSDGsターゲット

・ 持続可能な社会の実現に向けて、
多⾯的な社会的要請に対応する
経営体制

12.8 2030年までに、あらゆる場所の⼈々が持続可能な開発および⾃然と調和したライフスタイルに関する情報と意識をもつようにする

16.7 あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型、および代表的な意思決定を確保する

1. サスティナビリティ体制の強化と取組内容の⾼度化
 2021年4⽉にサステナビリティ推進部を創設

3. 適切な意思決定プロセスの構築
 利益相反対策等の投資主の利益保護を⽬的として、利害関係者からの資産

取得等に際しては外部専⾨家を含むコンプライアンス委員会における承認が必要

 J-REIT初のDPUに連動した運⽤報酬体系を採⽤
 2020年5⽉期には運⽤報酬Ⅱの⽐率を⾼め、インセンティブを強化

2. 業績に連動した運⽤報酬体系

運⽤報酬Ⅰ（総資産額基準）

前期末総資産額
×

0.25%（上限0.3%）

運⽤報酬Ⅱ（DPU及びNOI基準）
DPU（1⼝当たり分配⾦）

×
NOI
×

0.00021%(上限0.00021％)
(注) 運⽤報酬Ⅰと運⽤報酬Ⅱの合計⾦額の上限は当期末総資産額×0.5％
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35主要指標ハイライト 〜 戦略的な物件運⽤により、収益基盤の安定化を実現 〜

(注) オフィス内部成⻑は、東京オフィス（TO）及びアクティビア・アカウント（AA）のオフィス全体で集計。賃料増額は従前従後の賃料差額を期当たりに換算して表⽰

決算（22年5⽉期） 対前期

営業収益 155億円 △1億円

（内不動産売却益） （-） △2億円

当期純利益 77億円 △0億円

1⼝当たり分配⾦ 9,510円 +150円

1⼝当たりNAV 466,090円 +5,853円

運⽤物件 (22年5⽉期末) 対前期末

物件数 47物件 -

資産規模 5,480億円 -

81.1% -

鑑定評価額 6,467億円 +33億円

含み益 1,039億円 +40億円

オフィス内部成⻑ (22年5⽉期) 対前期

増額割合 11% △13pt

賃料増額 △27百万円 △53百万円

増額率 △2% △4pt

平均賃料 22.6千円 △0.1千円

賃料ギャップ ＋3% +3pt

財務 (22年5⽉期末) 対前期末

有利⼦負債残⾼ 2,603億円 -

LTV（簿価） 46.3% +0.3pt

平均残存年数 4.4年 +0.0年

平均⾦利 0.54% +0.01pt

コミットメントライン 210億円 -

重点投資対象
資産(UR+TO)⽐率

業績予想 （22年11⽉期）

営業収益 158億円 158億円

（内不動産売却益） （9億円） （12億円）

当期純利益 77億円 76億円

1⼝当たり分配⾦ 9,300円 9,350円

（23年5⽉期）
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37ポートフォリオマップ
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物件名 東急プラザ表参道原宿（注1） キュープラザ恵⽐寿 京都烏丸パーキングビル 神⼾旧居留地25番館 A-FLAG札幌 A-FLAG渋⾕

所在地 東京都渋⾕区神宮前 東京都渋⾕区恵⽐寿 京都府京都市中京区元法然寺町 兵庫県神⼾市中央区京町 北海道札幌市中央区南四条⻄ 東京都渋⾕区宇⽥川町

最寄駅 東京メトロ千代⽥線他
「明治神宮前〈原宿〉」駅 徒歩1分

JR⼭⼿線他・東京メトロ⽇⽐⾕線
「恵⽐寿」駅 徒歩1分

阪急京都線「烏丸」駅
京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅

徒歩1分

神⼾市営地下鉄海岸線
「旧居留地・⼤丸前」駅 徒歩5分
JR東海道線「三ノ宮」駅 徒歩9分
阪急神⼾線他「三宮」駅 徒歩9分

札幌市営地下鉄南北線
「すすきの」駅 徒歩2分
札幌市営地下鉄東豊線

「豊⽔すすきの」駅 徒歩8分

東京メトロ銀座線他、東急⽥園都市
線他「渋⾕」駅 徒歩4分

京王井の頭線「渋⾕」駅 徒歩5分
JR⼭⼿線他「渋⾕」駅 徒歩6分

建築時期（注2） 2012年3⽉ 2008年8⽉ 2006年7⽉ 2010年1⽉ 1980年5⽉ 1988年6⽉

階数 地下2階 地上7階 地下1階 地上6階 地下1階 地上9階 地下3階 地上18階 地下1階 地上12階 地下1階 地上5階

総賃貸可能⾯積（注3） 4,918.43㎡ 4,024.88㎡ 21,616.04㎡ 19,653.90㎡ 21,229.16㎡ 3,403.07㎡

代表的テナント（注3） 株式会社バロックジャパンリミテッド 株式会社東急スポーツオアシス タイムズ24株式会社 株式会社Plan・Do・See 株式会社東急ホテルズ 株式会社ジーユー

テナント数（注3） 26 4 2 6 13 2

ポートフォリオ⼀覧／都市型商業施設・東京オフィス（1/2）

(注1) 「東急プラザ表参道原宿」、「デックス東京ビーチ」、「東急プラザ銀座(底地)」及び「キュープラザ原宿」は、各物件の準共有持分割合（75％、49%、30%及び60%）に相当する数値を記載しています
(注2) 主たる建物の登記簿上の新築年⽉を記載しています。主たる建物が複数ある場合は、登記簿上⼀番古い年⽉を記載しています。 但し、「A-FLAG渋⾕」については、検査済証における⼯事完了検査年⽉を記載しています
(注3) 「総賃貸可能⾯積」、「代表的テナント」及び「テナント数」については2022年5⽉末時点です。 以下、「ポートフォリオ⼀覧」ページについては同様です

物件名 キュープラザ⼼斎橋 A-FLAG⾻董通り A-FLAG美術館通り A-FLAG代官⼭ウエスト A-FLAG北⼼斎橋 デックス東京ビーチ（注1）

所在地 ⼤阪府⼤阪市中央区⼼斎橋筋 東京都港区南⻘⼭ 東京都港区南⻘⼭ 東京都渋⾕区猿楽町 ⼤阪府⼤阪市中央区南船場 東京都港区台場

最寄駅 Osaka Metro御堂筋線他
「⼼斎橋」駅 徒歩1分

東京メトロ銀座線他
「表参道」駅 徒歩4分

東京メトロ銀座線他
「表参道」駅 徒歩7分 東急東横線「代官⼭」駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線他「⼼斎橋」

駅 徒歩3分

東京臨海新交通臨海線
「お台場海浜公園」駅 徒歩2分
東京臨海⾼速鉄道りんかい線
「東京テレポート」駅 徒歩5分

建築時期（注2） 2007年11⽉ 1992年1⽉ 1998年12⽉ 1992年4⽉ 2008年3⽉ 1996年6⽉

階数 地下2階 地上8階 地下2階 地上5階 地下2階 地上2階 地下2階 地上4階 地下1階 地上7階 地上８階

総賃貸可能⾯積（注3） 2,820.23㎡ 2,656.53㎡ 1,994.65㎡ 2,579.08㎡ 2,540.93㎡ 16,119.47㎡

代表的テナント（注3） 株式会社ココカラファインヘルスケア 株式会社アマン 株式会社ブルーノート・ジャパン -（⾮開⽰） 株式会社プレスコーポレーション CAセガジョイポリス株式会社

テナント数（注3） 6 7 4 1 7 77

物件名 東急プラザ銀座（底地）（注1） キュープラザ原宿（注1）

所在地 東京都中央区銀座 東京都渋⾕区神宮前

最寄駅 東京メトロ丸ノ内線他
「銀座」駅 徒歩１分（直結）

東京メトロ千代⽥線他
「明治神宮前＜原宿＞」駅徒歩2分

建築時期（注2） - 2015年3⽉

階数 - (A棟) 地下2階地上11階
(B棟) 地下1階地上2階

総賃貸可能⾯積（注3） 1,130.04㎡ 3,378.49㎡

代表的テナント（注3） 三井住友信託銀⾏株式会社 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

テナント数（注3） 1 15

物件名 東急不動産恵⽐寿ビル A-PLACE恵⽐寿南 A-PLACE代々⽊

所在地 東京都渋⾕区恵⽐寿 東京都渋⾕区恵⽐寿南 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕

最寄駅
JR⼭⼿線他「恵⽐寿駅」 徒歩4分

東京メトロ⽇⽐⾕線
「恵⽐寿」駅 徒歩6分

JR⼭⼿線他、東京メトロ⽇⽐⾕線
「恵⽐寿」駅 徒歩4分

JR⼭⼿線他、都営⼤江⼾線
「代々⽊」駅 徒歩3分

建築時期（注2） 1993年3⽉ 1995年1⽉ 2007年2⽉

階数 地下1階 地上9階 地下1階 地上6階 地下1階 地上10階

総賃貸可能⾯積 7,342.60㎡ 7,950.49㎡ 3,106.17㎡
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39ポートフォリオ⼀覧／東京オフィス（2/2）

(注1) 「汐留ビルディング」及び「恵⽐寿プライムスクエア」は、各物件の準共有持分割合（35%及び51%）に相当する数値を記載しています
(注2) 主たる建物の登記簿上の新築年⽉を記載しています。主たる建物が複数ある場合は、登記簿上⼀番古い年⽉を記載しています。 但し、「A-PLACE新橋」については、検査済証における⼯事完了検査年⽉を記載しています

物件名 A-PLACE⻘⼭ ルオーゴ汐留 ⽥町スクエア(底地) A-PLACE池袋 A-PLACE新橋 A-PLACE五反⽥

所在地 東京都港区北⻘⼭ 東京都港区東新橋 東京都港区芝 東京都豊島区南池袋 東京都港区新橋 東京都品川区⻄五反⽥

最寄駅 東京メトロ銀座線
「外苑前」駅 徒歩4分

都営地下鉄⼤江⼾線、ゆりかもめ
「汐留」駅 徒歩4分

JR⼭⼿線他、東京メトロ銀座線、
都営地下鉄浅草線、ゆりかもめ

「新橋」駅 徒歩5分

都営地下鉄浅草線他
「三⽥」駅 徒歩2分

JR⼭⼿線他「⽥町」駅 徒歩4分
JR⼭⼿線他、東京メトロ丸の内線、
⻄武池袋線他「池袋」駅 徒歩6分

JR⼭⼿線他、東京メトロ銀座線、
都営地下鉄浅草線、ゆりかもめ

「新橋」駅 徒歩3分

都営地下鉄浅草線
「五反⽥」駅 徒歩3分

JR⼭⼿線「五反⽥」駅 徒歩4分

建築時期（注2） 1966年9⽉ 2004年7⽉ - 2011年10⽉ 1999年3⽉ 2012年2⽉

階数 地下1階 地上9階 地下1階 地上11階 - 地下1階 地上7階 地下2階 地上9階 地下1階 地上10階

総賃貸可能⾯積 7,303.69㎡ 4,476.35㎡ 1,287.96㎡ 3,409.73㎡ 5,054.19㎡ 4,028.69㎡

物件名 A-PLACE品川 ⼤崎ウィズタワー(4階から11階) 汐留ビルディング（注1） A-PLACE恵⽐寿東 A-PLACE渋⾕⾦王 A-PLACE五反⽥駅前

所在地 東京都港区港南 東京都品川区⼤崎 東京都港区海岸 東京都渋⾕区東 東京都渋⾕区渋⾕ 東京都品川区⻄五反⽥

最寄駅 JR⼭⼿線他、京急本線
「品川」駅 徒歩4分 JR⼭⼿線他「⼤崎」駅 徒歩4分

JR⼭⼿線他「浜松町」駅 徒歩3分
都営地下鉄⼤江⼾線他

「⼤⾨」駅 徒歩3分
JR⼭⼿線他「恵⽐寿」駅 徒歩6分 JR⼭⼿線他「渋⾕」駅 徒歩4分 JR⼭⼿線、都営地下鉄浅草線、

東急池上線「五反⽥」駅 徒歩1分

建築時期（注2） 1991年9⽉ 2014年1⽉ 2007年12⽉ 1992年1⽉ 1992年3⽉ 1993年11⽉

階数 地下1階 地上8階 地下2階 地上25階(全体) 地下2階 地上24階 地下2階 地上10階 地下１階 地上８階 地下1階 地上9階

総賃貸可能⾯積 2,986.36㎡ 7,193.28㎡(区分所有分) 28,136.05㎡ 4,010.69㎡ 3,010.53㎡ 4,333.64㎡

物件名 A-PLACE品川東 恵⽐寿プライムスクエア（注1） A-PLACE⽥町イースト ⽬⿊東急ビル キュープラザ新宿三丁⽬ A-PLACE渋⾕南平台

所在地 東京都港区港南 東京都渋⾕区広尾 東京都港区芝浦 東京都品川区上⼤崎 東京都新宿区新宿 東京都渋⾕区南平台町

最寄駅 JR⼭⼿線他、京急本線
「品川」駅 徒歩7分

JR⼭⼿線他、東京メトロ⽇⽐⾕線
「恵⽐寿」駅 徒歩6分

JR ⼭⼿線・京浜東北線
「⽥町」駅 徒歩2分
都営浅草線・三⽥線
「三⽥」駅 徒歩5分

JR⼭⼿線「⽬⿊」駅 徒歩4分
東急⽬⿊線、東京メトロ南北線、
都営三⽥線「⽬⿊」駅 徒歩5分

東京メトロ丸ノ内線・副都⼼線、
都営新宿線

「新宿三丁⽬」駅徒歩1分（直結）
JR ⼭⼿線他、京王線、⼩⽥急線、
東京メトロ丸ノ内線、都営新宿線・

⼤江⼾線「新宿」駅徒歩6分

JR ⼭⼿線他、東京メトロ銀座線・
半蔵⾨線・副都⼼線、

東急⽥園都市線・東横線
「渋⾕」駅 徒歩7分

京王井の頭線「渋⾕」駅 徒歩6分

建築時期（注2） 1985年8⽉ 1997年1⽉ 2003年4⽉ 2002年12⽉ 1992年9⽉ 1989年7⽉

階数 地下1階 地上8階 地下1階 地上10階 地下1階 地上10階 地上7階 地下2階 地上8階 地下1階 地上8階

総賃貸可能⾯積 14,658.98㎡ 18,063.03㎡ 4,288.88㎡ 6,993.70㎡ 4,528.01㎡ 4,373.54㎡
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40ポートフォリオ⼀覧／アクティビア・アカウント
物件名 あまがさきキューズモール(底地) icotなかもず icot溝の⼝ icot多摩センター A-PLACE⾦⼭ ⼤阪中之島ビル

所在地 兵庫県尼崎市潮江 ⼤阪府堺市北区中百⾆⿃町 神奈川県川崎市⾼津区溝⼝ 東京都多摩市落合 愛知県名古屋市中区⾦⼭ ⼤阪府⼤阪市北区中之島

最寄駅 JR東海道本線他「尼崎」駅 徒歩2分
Osaka Metro御堂筋線
「なかもず」駅 徒歩6分

南海⾼野線「⽩鷺」駅 徒歩6分
南海⾼野線「中百⾆⿃」駅 徒歩8分

東急⽥園都市線他
「⾼津」駅 徒歩13分

京王相模原線「京王多摩センター」駅
⼩⽥急多摩線

「⼩⽥急多摩センター」駅
多摩都市モノレール線

「多摩センター」駅 徒歩4分

名古屋市営地下鉄名城線他
「⾦⼭」駅 徒歩1分

JR中央本線他、名古屋鉄道名古屋
本線「⾦⼭」駅 徒歩2分

京阪電⾞中之島線
「⼤江橋」駅 徒歩1分

Osaka Metro御堂筋線
「淀屋橋」駅 徒歩5分

建築時期 - 2007年6⽉ 1998年7⽉ 2006年3⽉ 2009年2⽉ 1984年3⽉

階数 - 地上3階 地下1階 地上4階 地下1階 地上15階(全体) 地下1階 地上9階 地下3階 地上15階

総賃貸可能⾯積 27,465.44㎡ 28,098.02㎡ 14,032.05㎡ 5,181.58㎡(区分所有分) 9,314.90㎡ 20,125.63㎡

物件名 icot⼤森 マーケットスクエア相模原 梅⽥ゲートタワー A-PLACE⾺⾞道 コマーシャルモール博多 EDGE⼼斎橋

所在地 東京都⼤⽥区⼤森北 神奈川県相模原市中央区下九沢 ⼤阪府⼤阪市北区鶴野町 神奈川県横浜市中区本町 福岡県福岡市博多区東光寺町 ⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋

最寄駅 JR京浜東北線「⼤森」駅 徒歩3分 JR相模線「南橋本」駅 徒歩15分

阪急京都線他
「⼤阪梅⽥」駅 徒歩3分
Osaka Metro御堂筋線

「梅⽥」駅 徒歩6分
JR東海道本線他「⼤阪」駅 徒歩7分

みなとみらい線「⾺⾞道」駅 徒歩1分
JR 根岸線「関内」駅 徒歩7分 JR⿅児島本線「⽵下」駅 徒歩16分

Osaka Metro御堂筋線他
「⼼斎橋」駅 徒歩4分
「なんば」駅 徒歩5分

建築時期 2007年3⽉ 2014年6⽉ 2010年1⽉ 1975年5⽉ 2005年11⽉ 1986年4⽉

階数 地下1階 地上7階 地上2階 地下1階 地上21 階(全体) 地下2階 地上12階 地上3階 地下2階 地上14階

総賃貸可能⾯積 6,209.78㎡ 15,152.42㎡ 13,509.41㎡(区分所有分) 9,710.91㎡ 9,612.88㎡ 15,897.10㎡
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42賃貸⾯積上位／東京オフィス平均⽉額賃料／賃貸借契約年数・残存年数

エンドテナント名 物件名称 総賃貸
⾯積(㎡)

⾯積⽐率
(%)(注2)

契約
満了⽉(注4)

1. 三井住友信託銀⾏株式会社
東急プラザ銀座(底地)(注3)

⽥町スクエア(底地)
あまがさきキューズモール(底地)

29,883 7.1
2089年1⽉
2074年5⽉
2042年1⽉

2. コーナン商事株式会社 icotなかもず 26,529 6.3 2027年7⽉

3. タイムズ24株式会社 京都烏丸パーキングビル 21,224 5.1 2026年7⽉

4. 株式会社東急ホテルズ A-FLAG札幌 18,891 4.5 2027年3⽉

5. 株式会社Plan・Do・See 神⼾旧居留地25番館 14,195 3.4 2051年2⽉

6. 株式会社家具の⼤正堂 icot溝の⼝ 14,032 3.3 2023年7⽉

7. 株式会社ケーズホールディングス マーケットスクエア相模原 11,864 2.8 2034年6⽉

8. エヌ・ティ・ティ・
コミュニケーションズ株式会社 汐留ビルディング(注3) 10,337 2.5 2022年6⽉

9. ⽔ing株式会社 A-PLACE品川東 6,489 1.5 2022年8⽉

10. 株式会社三菱UFJ銀⾏
icotなかもず
icot多摩センター
A-PLACE⾦⼭

5,609 1.3 -

(注1) 2022年5⽉末⽇時点の賃貸借契約に基づき算出しています
(注2) ⾯積⽐率は、ポートフォリオ全体（2022年5⽉末⽇時点）の総賃貸⾯積の合計に対する⽐率です
(注3) 「東急プラザ銀座(底地)」及び「汐留ビルディング」は、各物件の準共有持分割合(30%及び35％)に相当する数値を記載しています
(注4) 「-」とされている箇所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

1. 賃貸⾯積上位10エンドテナント（注1） ３. 東京オフィス平均⽉額賃料(共益費含む)の推移

２. 賃貸借契約年数と契約残存年数
都市型

商業施設 東京オフィス アクティビア・
アカウント 全体

契約年数(年) 17.8(9.7) 4.1(3.6) 9.1(6.6) 9.4(6.0)
契約残存年数(年) 14.3(6.2) 2.3(1.9) 4.6(2.8) 6.5(3.3)

(注1) 括弧内の数値は、「東急プラザ銀座(底地)」、「⽥町スクエア(底地)」及び「あまがさきキューズモール(底地)」を除いた年数です
(注2) 2022年5⽉末⽇時点の賃貸借契約に基づき算出しています
(注3) 各数値は賃料ベースで算出しております

(注) IPO時物件とは、「東急不動産恵⽐寿ビル」、「A-PLACE恵⽐寿南」、「A-PLACE代々⽊」、
「A-PLACE⻘⼭」、「ルオーゴ汐留」及び「A-PLACE池袋」の6物件を指します

東京オフィス
東京オフィス

(IPO時物件） (注)

2014.11末 19,230円 19,270円
（第6期末） （△2.9%） （△0.7%）
2015.5末 22,242円 19,548円

（第7期末） (+15.7%) （+1.4%）
2015.11末 22,127円 19,995円
（第8期末） （△0.5%） （+2.3%）
2016.5末 23,358円 20,406円

（第9期末） (+5.6%) （+2.1%）
2016.11末 23,441円 20,748円

（第10期末） （+0.4%） （+1.7%）
2017.5末 23,323円 21,253円

（第11期末） （△0.5%） （+2.4%）
2017.11末 23,510円 21,681円

（第12期末） (+0.8%) （+2.0%）
2018.5末 23,761円 21,870円

（第13期末） (+1.1%) （+0.9%）
2018.11末 24,420円 21,981円

（第14期末） (+2.8%) （+0.5%）
2019.5末 24,657円 22,390円

（第15期末） (+1.0%) （+1.9%）
2019.11末 25,180円 22,919円

（第16期末） (+2.1%) （+2.4%）
2020.5末 24,969円 23,318円

（第17期末） (△0.8%) （+1.7%）
2020.11末 25,199円 23,553円

（第18期末） （+0.9%） （+1.0%）
2021.5末 25,569円 24,353円
(第19期末) (+1.5%) (+3.4%)
2021.11末 26,222円 24,433円

（第20期末） （+2.6%） （+0.3%）
2022.5末 26,114円 24,154円
(第21期末) (△0.4%) (△1.1%)
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44決算概要 損益計算書 〜 2022年5⽉期（第21期） 〜

（単位︓百万円）

2022年5⽉期
（第21期実績） 対2021年11⽉期差異（主要因） 2022年5⽉期

（22.1.13予想） 対前回予想差異（主要因）

賃料・共益費収⼊ 14,091 +214 ⼀時減額等+21、ダウンタイム等△194 14,017 +73 ⼀時減額等+16、ダウンタイム等+26
駐⾞場・施設使⽤料収⼊ 399 △7 賃料改定+123、資産⼊替+224 377 +21
⽔道光熱費収⼊ 820 △58 727 +92
その他収⼊ 201 △31 解約違約⾦△84 148 +53 解約違約⾦+21

賃貸事業収益 15,512 +116 15,271 +241
不動産売却益 0 △250 TP⾚坂△250 0 -

営業収益 15,512 △133 15,271 +241

管理業務費 1,269 △38 PM報酬△15、BM報酬△25 1,267 +2 PM報酬+3、BM報酬△4
⽔道光熱費 918 +44 787 +130
公租公課 1,273 △100 TP⾚坂△114 1,275 △1
修繕費 346 +69 263 +82
その他経費 382 +42 352 +29

賃貸事業費⽤ 4,189 +17 3,946 +243
NOI（売却益除く） 11,323 +98 11,325 △2

減価償却費等 1,368 △11 1,378 △10
償却後NOI（売却益除く） 9,954 +110 9,946 +8
賃貸事業損益（売却益含む） 9,954 △140 9,946 +8

⼀般管理費 1,329 △6 1,332 △2
営業利益 8,624 △133 8,614 +10

営業外費⽤ 918 △60 投資⼝公開関連費⽤△93 940 △21 ⽀払利息等△26
経常利益 7,734 △46 7,673 ＋60

当期純利益 7,731 △21 7,672 +58

1⼝当たり分配⾦ 9,510円 +150円 9,325円 +185円
（注1）「資産⼊替」とは、「A-PLACE⽥町イースト」、「⽬⿊東急ビル」、「キュープラザ新宿三丁⽬」、「A-PLACE渋⾕南平台」の取得及び「東急プラザ⾚坂」の譲渡の差し引き合計を指します
（注2）「TP⾚坂」とは、2021年10⽉29⽇付で譲渡を⾏った「東急プラザ⾚坂」を指します
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45業績予想 〜 2022年11⽉期（第22期）及び2023年5⽉期（第23期）〜

（単位︓百万円）

2022年11⽉期
（第22期予想） 対2022年5⽉期差異（主要因） 2023年5⽉期

（第23期予想） 対2022年11⽉期差異（主要因）

賃料・共益費収⼊ 13,251 △839 ダウンタイム等△747 13,336 +85 ダウンタイム等+141
駐⾞場・施設使⽤料収⼊ 394 △4 賃料改定△18、売却影響△79 391 △3 賃料改定△53、売却影響△41
⽔道光熱費収⼊ 841 +20 719 △121
その他収⼊ 423 +222 解約違約⾦+255 130 △293 解約違約⾦△287

賃貸事業収益 14,911 △601 14,577 △333

不動産売却益 970 +970 A-FLAG北⼼斎橋＋87
ルオーゴ汐留（持分20%）＋882 1,290 +319 ルオーゴ汐留（持分29%）＋1,290

営業収益 15,882 +369 15,868 △13

管理業務費 1,267 △1 PM報酬+3、BM報酬△5 1,295 +28 PM報酬+20、BM報酬+3
⽔道光熱費 935 +17 858 △76
公租公課 1,422 +148 新規物件費⽤化＋101 1,428 +5
修繕費 331 △14 493 +162
その他経費 364 △18 346 △17

賃貸事業費⽤ 4,321 +132 4,423 +101
NOI（売却益除く） 10,589 △733 10,154 △435

減価償却費等 1,376 +7 1,410 +34
償却後NOI（売却益除く） 9,213 △740 8,743 △469
賃貸事業損益（売却益含む） 10,184 +229 10,034 △150

⼀般管理費 1,349 +20 控除対象外+29、資産運⽤報酬△18 1,321 △28 控除対象外△16、資産運⽤報酬△39
営業利益 8,834 +209 8,712 △121

営業外費⽤ 945 +27 ⽀払利息等+30 1,006 +60 ⽀払利息等＋61
経常利益 7,888 +154 7,706 △182

当期純利益 7,773 +42 7,693 △79

1⼝当たり分配⾦ 9,300円 △210円 9,350円 +50円
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58本投資法⼈の基本理念／本投資法⼈の基本⽅針／ポートフォリオ構築⽅針

 本投資法⼈の名称に付せられた“Activia(アクティビア)”とは、
「活気を与える」を意味する“Activate”と
「場所」を意味する接尾語“ia”からなる造語です

 本投資法⼈は、その名称の由来に相応しい不動産への投資・運⽤を通じて、
広く社会に活気を与えられる存在となることを⽬指します

1. 本投資法⼈の基本理念

 都市型商業施設及び東京オフィスへの重点
投資

 包括的なサポート体制を通じた東急不動産
ホールディングスグループのバリューチェーン
の活⽤

 投資主価値を最⼤化するためのガバナンス
体制

2. 本投資法⼈の基本⽅針

アクティビア・プロパティーズ投資法⼈は、
中⻑期的な投資主価値の最⼤化を図るため、

多くの⼈が集い、街の賑わいや企業の活動拠点として
「お客様に選ばれ続ける不動産」を選択し、

「プロアクティブな運⽤」を⽬指します。
(率先し、先を⾒越して⾏動し、状況を改善する運⽤)

 本投資法⼈は、中⻑期にわたり競争⼒を有するポートフォリオを構築するため、
周辺環境を含めた⽴地の選定を重視した上、⽤途、規模、クオリティ、仕様
及びテナント等の個別要素を総合的に勘案し、都市型商業施設及び
東京オフィスへの重点投資を⾏います

(注)不動産関連資産の取得⼜は売却の結果、短期的に上記の⽐率と異なる⽐率となる可能性があります

3. 本投資法⼈のポートフォリオ構築⽅針

東京23区に⽴地するオフィスビルのうち、
オフィス集積があるエリアの駅⾄近に位置
するオフィスビル

個別の資産の特性及び競争⼒等を⾒極
め、厳選投資を⾏うことで、ポートフォリオ
の多様化による安定性・収益性の両⽴を
図ることができる、本投資法⼈が投資対
象とする資産のうち都市型商業施設以
外の商業施設及び東京オフィス以外の
オフィスビル

東京都及び三⼤都市圏の政令指定都
市並びに国内の主要都市のターミナル駅
に隣接するエリア⼜は繁華性が⾼いエリア
に所在し、⾼い視認性を有する商業施設

30% 以下

投資⽐率
(取得価格ベース)

70% 以上





本資料は、情報提供を⽬的としたものであり、特定の商品についての投資の募集、勧誘や売買の推奨を⽬的としたも
のではありません。投資を⾏う際は、投資家ご⾃⾝の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
本資料は、⾦融商品取引法、投資信託及び投資法⼈に関する法律⼜は東京証券取引所上場規則に基づく開⽰
書類や運⽤報告書ではありません。
本資料には、アクティビア・プロパティーズ投資法⼈(以下「本投資法⼈」といいます)に関する記載の他、第三者が公
表するデータ・指標等をもとに東急不動産リート・マネジメント株式会社(以下「本資産運⽤会社」といいます)が作成
した図表・データ等が含まれています。また、これらに対する本資産運⽤会社の現時点での分析・判断・その他の⾒解
に関する記載が含まれています。
本資料の内容に関しては未監査であり、その内容の正確性及び確実性を保証するものではありません。また、本資産
運⽤会社の分析・判断その他の事実でない⾒解については、本資産運⽤会社の時点の⾒解を⽰したものにすぎず、
異なった⾒解が存在し、または本資産運⽤会社が将来その⾒解を変更する可能性があります。
端数処理等の違いにより、同⼀の項⽬の数値が他の開⽰情報と⼀致しない場合があります。
本資料への掲載に当たっては注意を払っていますが、誤謬等を含む可能性があり、また、予告なく訂正または修正する
可能性があります。
第三者が公表するデータ・指標等の正確性について、本投資法⼈及び本資産運⽤会社は⼀切の責任を負いかねま
す。
本資料には、本投資法⼈の将来の⽅針等に関する記述が含まれていますが、これらの記述は将来の⽅針等を保証
するものではありません。
グラフ作成上の都合により、表⽰されている⽇付が営業⽇と異なる場合があります。

投資⼝・投資証券の商品性に関するリスク
投資⼝⼜は投資証券は、株式会社における株式⼜は株券に類似する性質（いわゆるエクイティ証券としての性質）を持ち、投資⾦額の回収や利回りの如何は本投資法⼈の業績
⼜は財産の状況に影響されるものであり、譲渡による換価時に投資⾦額以上の回収を図ることができるとの保証はありません。また、本投資法⼈に係る通常の清算⼜は倒産⼿続の
下における清算においては、エクイティ証券として最劣後の地位となり、元本すなわち投資額の全部⼜は⼀部の⽀払いが⾏われない可能性があります。投資⼝⼜は投資証券は、元
本の保証が⾏われる商品ではなく、⾦融機関の預⾦と異なり預⾦保険等の対象になっていません。


