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Ⅰ 資産運用報告

１．資産運用の概況

（１）投資法人の運用状況等の推移

期 第 1期

決算年月 平成 24 年 5月

営業収益 （百万円） －

営業損失（△） （百万円） △7

経常損失（△） （百万円） △60

当期純損失（△） （百万円） △61

出資総額 （百万円） 200

発行済投資口総数 （口） 400

純資産額 （百万円） 138

総資産額 （百万円） 142

1 口当たり純資産額 （円） 347,457

1 口当たり当期純損失（△） (注 1) （円） △152,542

分配総額 （百万円） －

1口当たり分配金額 （円） －

自己資本比率 (注 2) （%） 97.6

自己資本利益率 (注 2) （%） △36.0

（注 1）1 口当たり当期純損失は、当期純損失を期中平均投資口数で除することにより算定しています。

（注 2）記載した指標は以下の方法により算定しています。

「自己資本比率」 期末純資産額／期末総資産額×100

「自己資本利益率」 当期純損失／平均純資産額×100 平均純資産額＝（期首純資産額＋期末純資産額）÷2

（２）当期の資産の運用の経過

①投資法人の主な推移

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。）は、「投資信託及び投資法

人に関する法律」（以下「投信法」といいます。）に基づき、TLC タウンシップ株式会社（現 東急不動産

アクティビア投信株式会社（以下「資産運用会社」といいます。））を設立企画人として、平成 23 年 9月

7 日に出資金 200 百万円（400 口）で設立し、平成 23 年 9月 20 日に関東財務局への登録が完了しました

（関東財務局長第 73 号）。

その後、本投資法人は、平成 24 年 6月 13 日に公募による投資口の追加発行（204,100 口）を行い、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（銘柄コ

ード 3279）しています。

本投資法人の名称に付せられた「アクティビア・プロパティーズ」の「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。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本投

資法人は目指します。また、本投資法人は、中長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
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（Proactive）な運用」（率先し、先を見越して行動し、状況を改善する運用）を目指します。

②運用実績

当期においては資産の運用を行っていませんので、運用実績はございません。

③資金調達の概要

本投資法人は、設立から当期末までの間、資金調達を行っていません。

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 格付の内容 見通し

株式会社日本格付研究所 長期優先債務格付：ＡＡ－ 安定的

④業績及び分配の概要

当期は営業損失7百万円、経常損失60百万円、当期純損失61百万円となりました。

本投資法人は、本投資法人の定める分配方針（規約第35条）に従い、当期末未処分利益の概ね全額を分

配することとしていますが、当期においては損失を計上する結果となったため、分配を行いません。

（３）増資等の状況

当期における増資等の概要は以下のとおりです。

発行済投資口数（口） 出資金総額（百万円）
年 月 日 摘 要

増減 残 高 増減 残 高
備 考

平成 23 年 9月 7日 私募設立 400 400 200 200 （注）

（注）1 口当たり発行価格 500,000 円にて東急不動産株式会社の出資により本投資法人が設立されました。

（４）分配金等の実績

当期の分配金は、税制の特例（租税特別措置法第 67 条の 15）に規定される本投資法人の配当可能利益の額

がないため、第 1期は金銭の分配を行わず、当期未処理損失を次期に繰り越します。

期 第 1期

営業期間
自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

当期未処理損失（△） △61,017 千円

利益留保額 △61,017 千円

金銭の分配金総額 － 千円

（1口当たり分配金） （－ 円）

うち利益分配金総額 － 千円

（1口当たり利益分配金） （－ 円）

うち出資払戻総額 － 千円

（1口当たり出資払戻額） （－ 円）
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（５）今後の運用方針及び対処すべき課題

①基本方針

本投資法人は、「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

急不動産グループのバリューチェーンの活用」及び「投資主価値を最大化するためのガバナンス体制」を

基本方針として運用を行います。

②外部成長戦略

本投資法人は、都市型商業施設及び東京オフィスに対して重点的に投資を行いますが、その際、中長期

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、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た上で慎重に投資判断を行います。

これら競争力の高い資産を継続的に取得するために、本投資法人の資産運用会社の資産取得に関する独

自のノウハウと情報収集ネットワークに加え、東急不動産株式会社とのスポンサーサポート契約及び東急

不動産グループ5社とのサポート契約による情報提供を基に厳選投資を行い、ポートフォリオの質の維

持・向上を図りつつ、資産規模の拡大を目指します。

なお、本投資法人は平成24年6月13日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場し、同日付で18

物件（取得価格170,370百万円）を東急不動産株式会社及び東急不動産グループより取得しました。

当該取得物件には旗艦物件として、東急不動産グループが開発した表参道・原宿エリアの新たなランド

マークとなる東急プラザ 表参道原宿が含まれるなど、今後も優位性のある物件の取得に努めてまいりま

す。

③内部成長戦略

本投資法人は、資産運用会社の独自のノウハウに基づき、ポートフォリオ全体及び運用資産毎の特性を

十分に理解し、施設競争力の維持・向上のための運営・管理・リニューアル等を実施します。また、不動

産の運営・管理経験が豊富なプロパティマネジメント会社を選定し、定期・不定期の検証を通じ、本投資

法人の運用資産の個別特性に合わせた適切な運営・管理体制を構築することにより、ポートフォリオの安

定的な運用及び収益力の強化を目指します。

さらに、運用資産の競争力を最大限に引き出す運営・管理を行う内部成長のノウハウ、あるいは、消費

者と対面で事業を行うことによる消費者ニーズの把握や小売業・サービス業等各業界の動向に関する情報

を有する東急不動産株式会社及びサポート提供会社による継続的なサポートを通じて、資産価値の維持・

向上を図る方針です。

なお、当初取得資産のプロパティマネジメント業務については、東急不動産株式会社又は東急不動産SC

マネジメント株式会社からのリーシングサポートを受けています。



5

（６）決算後に生じた重要な事実

本投資法人において、決算後に生じた重要な事項は以下のとおりです。

①新投資口の発行

平成24年5月10日及び平成24年6月1日開催の役員会において、下記のとおり新投資口の発行に関する決

議を行い、平成24年6月12日及び平成24年7月10日に払込が完了し、下記条件にて発行しました。

この結果、出資総額は91,373,833,100円、発行済投資口数は205,262口となっています。

(ⅰ) 公募による新投資口発行（一般募集）

発行新投資口数 204,100 口

発行価格 1口当たり 460,000 円

発行価格の総額 93,886,000,000 円

発行価額 1口当たり 445,050 円

発行価額の総額 90,834,705,000 円

払込期日 平成 24 年 6月 12 日

(ⅱ) 第三者割当による新投資口発行

発行新投資口数 762 口

発行価額 1口当たり 445,050 円

発行価額の総額 339,128,100 円

払込期日 平成 24 年 7月 10 日

割当先 野村證券株式会社
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②資金の借入れ

本投資法人は、以下のとおり資金の借入れを行いました。

区分 借入先 借入金額 利率 借入実行日
返済期日

（注 3）
返済方法 担保

短期
三井住友信託銀

行株式会社
170 億円

基準金利に

0.275%を

加えた利率

（注 2）

平成 25 年

6月 13 日

株式会社三井住

友銀行
60 億円

基準金利に

0.20%を

加えた利率

（注 2）

平成 26 年

6月 13 日

三井住友信託銀

行株式会社をア

レンジャーとす

る協調融資団

（注 1）

120 億円 0.79955%
平成 27 年

6月 13 日

三菱 UFJ 信託銀

行株式会社をア

レンジャーとす

る協調融資団

（注 1）

120 億円 0.86572%
平成 28 年

6月 13 日

株式会社三菱東

京 UFJ 銀行をア

レンジャーとす

る協調融資団

（注 1）

120 億円 0.95315%
平成 29 年

6月 13 日

株式会社みずほ

コーポレート銀

行をアレンジャ

ーとする協調融

資団（注 1）

120 億円 1.06309%
平成 30 年

6月 13 日

長期

株式会社日本政

策投資銀行
60 億円 1.19051%

平成 24 年

6月 13 日

平成 31 年

6月 13 日

期限一括

弁済

無担保

無保証

（注 1） 協調融資団は、三井住友信託銀行株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行により

組成されます。

（注 2） 利払期日は、平成 24 年 6 月末日を初回とし、以後毎月末日及び元本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる

場合には直前の営業日とします。）です。

利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の 2 営業日前における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となり

ます。但し、計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。なお、

初回の利息計算期間に対応する基準金利は 0.15098%です。

今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、全国銀行協会の

ホームページ （http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/ ）でご確認ください。

（注 3） 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
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また、下記のとおり、コミットメントラインの設定及び極度ローン基本契約の締結をしています。

(ⅰ) コミットメントライン

借入限度額 100 億円

契約締結先 三井住友信託銀行株式会社

契約締結日 平成 24 年 6月 6日

契約期間 平成 24 年 6月 13 日から平成 25 年 6月 12 日

担保 無担保・無保証

(ⅱ) 極度ローン（アンコミットメントベース）

将来において投資対象資産を購入する等資金調達の必要性が生じた場合に備えて、三井住友信託銀行株

式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行との

間で極度ローン（アンコミットメントベース）に係る基本契約を平成24年6月6日付で締結しました。

借入先
借入予定

総額
返済期日 返済方法 使途 担保

三井住友信託銀行株式会社

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

株式会社みずほコーポレート銀行

株式会社三菱東京 UFJ 銀行

100 億円

借入

実行日

より

1年以内

期限一括

弁済

追加取得予定

資産の購入及

びそれに関連

する費用等

無担保

無保証
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③資産の取得

本投資法人は、規約に定める資産運用の基本方針に基づき、新投資口の発行による手取金及び借入金に

より、以下に掲げる資産を取得しました。

(UR-1) 東急プラザ 表参道原宿

資産の種類 信託受益権

取得価格 45,000百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都渋谷区神宮前四丁目30番3号

用途 店舗・駐車場

敷地面積 1,576.50㎡（注）

延床面積 11,368.11㎡

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造／地下2階地上7階

竣工年月 平成24年3月

所有形態 土地：所有権（準共有持分75％）

建物：所有権（準共有持分75％）

（注）建築基準法第42条第2項により道路とみなされる敷地部分約45㎡を含みます。

(UR-2) 東急プラザ 赤坂

資産の種類 信託受益権

取得価格 11,450百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都千代田区永田町二丁目14番3号

用途 ホテル・事務所・店舗・駐車場

敷地面積 5,103.57㎡（注）

延床面積 51,491.66㎡

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造／地下3階地上14階

竣工年月 昭和44年9月

所有形態 土地：所有権（準共有持分50％）

建物：所有権（準共有持分50％）

（注）建築基準法第42条第1項により道路とされる敷地部分約284㎡を含みます。

(UR-3) エビスキュープラザ

資産の種類 信託受益権

取得価格 8,430百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都渋谷区恵比寿一丁目8番12号

用途 店舗・スポーツセンター

敷地面積 956.38㎡

延床面積 4,670.02㎡

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造／地下１階地上6階

竣工年月 平成20年8月

所有形態 土地：所有権一部借地権（注）

建物：所有権

（注）借地権部分の面積は398.20㎡（公簿）です。
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(UR-4) 新橋プレイス

資産の種類 信託受益権

取得価格 20,500百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都港区新橋一丁目12番9号

用途 店舗・事務所・駐車場

敷地面積 1,001.39㎡

延床面積 8,541.70㎡

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造／地下1階地上10階

竣工年月 平成20年4月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

(UR-5) 京都烏丸パーキングビル

資産の種類 信託受益権

取得価格 8,860百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 京都府京都市中京区元法然寺町678番

用途 駐車場・店舗

敷地面積 2,940.68㎡

延床面積 21,495.47㎡

構造 鉄骨造／地下1階地上9階

竣工年月 平成18年7月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

(TO-1) 恵比寿東急ビル

資産の種類 信託受益権

取得価格 7,400百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

用途 事務所・駐車場

敷地面積 1,785.15㎡（注1）

延床面積 10,297.73㎡

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造／地下1階地上9階

竣工年月 平成5年3月

所有形態 土地：所有権一部借地権（注2）

建物：所有権

（注1）建築基準法第42条第2項により道路とみなされる敷地部分約78㎡（所有権部分につき約14㎡、

借地権部分につき約64㎡）を含みます。

（注2）借地権部分の面積は731.45㎡（公簿）です。

(TO-2) A-PLACE恵比寿南

資産の種類 信託受益権

取得価格 9,640百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
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用途 事務所・駐車場

敷地面積 3,585.34㎡

延床面積 12,167.57㎡

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造／地下1階地上6階

竣工年月 平成7年1月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

(TO-3) 代々木プレイス

資産の種類 信託受益権

取得価格 4,070百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番15号

用途 事務所・車庫

敷地面積 723.17㎡（注）

延床面積 4,201.59㎡

構造 鉄骨造／地下1階地上10階

竣工年月 平成19年2月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

（注）建築基準法第42条第2項により道路とみなされる敷地部分約10㎡を含みます。

(TO-4) 青山プラザビル

資産の種類 信託受益権

取得価格 8,790百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都港区北青山二丁目11番3号

用途 事務所

敷地面積 3,630.51㎡（注）

延床面積 9,958.33㎡

構造 鉄筋コンクリート造／地下1階地上9階

竣工年月 昭和41年9月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

（注）建築基準法第42条第1項により道路とされる敷地部分約283㎡を含みます。

(TO-5) ルオーゴ汐留

資産の種類 信託受益権

取得価格 4,540百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都港区東新橋二丁目3番3号

用途 事務所

敷地面積 792.11㎡（注）

延床面積 8,242.61㎡

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造／地下1階地上11階

竣工年月 平成16年7月
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所有形態 土地：所有権

建物：所有権

（注）敷地面積は、従前地について記載したものです。なお、仮換地指定通知及び保留地台帳上の

仮換地及び保留地の面積の合計は1,134㎡です。

(TO-6) 東京機械本社ビル

資産の種類 信託受益権

取得価格 3,070百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都港区芝五丁目26番24号

用途 事務所・車庫

敷地面積 1,287.96㎡

延床面積 6,992.31㎡

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造／地下1階地上6階

竣工年月 昭和60年6月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

(TO-7) A-PLACE池袋

資産の種類 信託受益権

取得価格 3,990百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都豊島区南池袋一丁目16番22号

用途 事務所・店舗・駐車場

敷地面積 755.05㎡（注）

延床面積 4,709.05㎡

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート造／地下1階地上7階

竣工年月 平成23年10月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

（注）建築基準法第42条第2項により道路とみなされる敷地部分約8㎡を含みます。

(O-1) COCOEあまがさき（底地）

資産の種類 信託受益権

取得価格 12,000百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 兵庫県尼崎市潮江一丁目3番1号（本館）

兵庫県尼崎市潮江一丁目2番3号（フィットネス館）

用途 －

敷地面積 27,465.44㎡

延床面積 －

構造 －

竣工年月 －

所有形態 土地：所有権
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(O-2) icotなかもず

資産の種類 信託受益権

取得価格 8,500百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 大阪府堺市北区中百舌鳥町三丁428番2号

用途 店舗・駐車場・銀行

敷地面積 30,857.61㎡（注1）

延床面積 27,408.34㎡（注2）

構造 鉄骨造／地上3階

竣工年月 平成19年6月（コーナン棟）

平成20年2月（銀行棟）

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

（注1）建築基準法第42条第2項により道路とみなされる敷地部分約561㎡を含みます。

（注2）本物件は、2棟に分かれており、各延床面積の合計を記載しています。

(O-3) icot金剛

資産の種類 信託受益権

取得価格 1,600百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 大阪府大阪狭山市半田一丁目35番1号

用途 店舗

敷地面積 10,821.40㎡（注）

延床面積 17,894.95㎡

構造 鉄筋コンクリート造／地上3階

竣工年月 昭和52年2月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

（注）建築基準法第42条第1項により道路とされる敷地部分約82㎡を含みます。

(O-4) icot溝の口

資産の種類 信託受益権

取得価格 2,710百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 神奈川県川崎市高津区溝口六丁目11番1号

用途 店舗・駐車場

敷地面積 6,128.52㎡（注）

延床面積 14,032.05㎡

構造 鉄骨造／地下1階地上4階

竣工年月 平成10年7月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権

（注）建築基準法第42条第1項により道路とされる敷地部分約158㎡を含みます。



13

(O-5) icot多摩センター

資産の種類 信託受益権

取得価格 2,840百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 東京都多摩市落合一丁目35番

用途 店舗・駐車場・住宅

敷地面積 6,110.36㎡

延床面積 31,553.75㎡

構造 鉄筋コンクリート造／地下1階地上15階

竣工年月 平成18年3月

所有形態 土地：敷地権（721,547/2,181,277（注））

建物：区分所有権（専有部分11,255.63㎡（注））

（注）本区分所有建物につき本投資法人の取得に係る区分所有部分を記載しています。

(O-6) 金山センタープレイス

資産の種類 信託受益権

取得価格 6,980百万円

取得年月日 平成24年6月13日

所在地（住居表示） 愛知県名古屋市中区金山一丁目14番18号

用途 事務所・店舗

敷地面積 1,508.90㎡

延床面積 12,783.13㎡

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造／地下1階地上9階

竣工年月 平成21年2月

所有形態 土地：所有権

建物：所有権
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２．投資法人の概況

（１）出資の状況

第 1期

平成 24 年 5月 31 日

発行可能投資口総口数 （口） 2,000,000

発行済投資口総数 （口） 400

出資総額 （百万円） 200

投資主数 （人） 1

（２）投資口に関する事項
平成 24 年 5月 31 日現在における主要な投資主は以下のとおりです。

氏名又は名称
所有投資口数

（口）

発行済投資口総数に対す

る所有口数の割合

（%）

東急不動産株式会社 400 100

合 計 400 100

（３）役員等に関する事項

①当期における執行役員、監督役員及び会計監査人

役 職 名
役員等の

氏名又は名称
主な兼職等

当該営業期間における

役職毎の報酬の総額

（千円）

執行役員 坂根 春樹
東急不動産アクティビア投信株式会社

代表取締役
－

山田 洋之助
山田・合谷・鈴木法律事務所

代表パートナー
監督役員

有賀 美典
公認会計士有賀美典事務所

公認会計士

1,620

会計監査人 新日本有限責任監査法人 － －

（注) 執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。また、監督役員は、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。

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、諸般の事情を総合的に勘案

して、投資主総会を経て決定する方針です。

（４）資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者

委 託 区 分 氏名又は名称

資産運用会社 東急不動産アクティビア投信株式会社

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（投資主名簿管理等） 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（会計事務等） 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（機関の運営に関する事務） 三井住友信託銀行株式会社
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３．投資法人の運用資産の状況

（１）本投資法人の財産の構成

第 1期

平成 24 年 5月 31 日資産の種類 分 類

保有総額（百万円） 対総資産比率（%）

都市型商業施設 － －

東京オフィス － －

その他投資対象資産 － －

不動産

小計 － －

都市型商業施設 － －

東京オフィス － －

その他投資対象資産 － －

信託不動産

小 計 － －

不動産等計 － －

預金・その他資産 142 100

資産総額計 142 100

（注) 保有総額は、平成24年5月31日現在における貸借対照表計上額によっています。

（２）主要な保有資産

当期においては資産の運用を行っていませんので、該当事項はありません。

（３）不動産等組入資産明細

当期においては資産の運用を行っていませんので、該当事項はありません。

（４）その他資産の状況

当期末現在、その他の特定資産は以下のとおりです。

株式以外の有価証券 （単位：千円）

資産の

種類
銘柄

券面

総額

帳簿

価額

未収

利息

前払

経過利子
時価

評価

損益
備考

国債

証券

分離元本振替国庫

債券（5年第 91 回）
10,000 9,917 － － 9,965 47

営業保証

金として

供託して

います。

合計 10,000 9,917 － － 9,965 47

（５）国及び地域毎の資産保有状況

日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。
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４．保有不動産の資本的支出

（１）資本的支出の予定

当期においては資産の運用を行っていませんので、資本的支出の予定はありません。

（２）期中の資本的支出

当期においては資産の運用を行っていませんので、資本的支出の実績はありません。

（３）長期修繕計画のために積立てた金銭

当期においては資産の運用を行っていませんので、積立金の実績はありません。
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５．費用・負債の状況

（１）運用等に係る費用明細
（単位:千円）

項 目

第 1期

自 平成 23 年 9月 7日

至 平成 24 年 5月 31 日

資産運用報酬 －

資産保管報酬 836

一般事務委託報酬 1,670

役員報酬 1,620

会計監査人報酬 －

その他費用 3,090

合 計 7,217

（２）借入状況
当期においては借入金の実績はありません。

（３）投資法人債

該当事項はありません。

（４）短期投資法人債

該当事項はありません。
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６．期中の売買状況

（１）不動産等及び資産対応証券等の売買状況等
当期においては不動産等及び資産対応証券等の売買実績はありません。

（２）その他の資産の売買状況等

上記不動産等及び資産対応証券等以外の主なその他の資産は、概ね銀行預金です。

（３）特定資産の価格等の調査

当期においては資産の運用を行っていませんので、該当事項はありません。

（４）利害関係人等及び主要株主との取引状況

該当事項はありません。

（５）資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等

資産運用会社（東急不動産アクティビア投信株式会社）は金融商品取引法上の第一種金融商品取引業及び

第二種金融商品取引業（もしくは旧証券取引法上の証券業）、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取引はありません。
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７．経理の状況

（１）資産、負債、元本及び損益の状況

「Ⅱ 貸借対照表」、「Ⅲ 損益計算書」、「Ⅳ 投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ 注記表」、及び「Ⅵ 金銭の分

配に係る計算書」をご参照ください。

（２）減価償却額の算定方法の変更

該当事項はありません。

（３）不動産等の評価方法の変更

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。
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８．その他

（１）お知らせ

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

資産運用委託契約締結の件

本投資法人の資産運用に係る業務を TLC タウンシッ

プ株式会社（現 東急不動産アクティビア投信株式会

社）に委託しました。

投資主名簿等管理人委託契約

締結の件

本投資法人の名義書換等に係る一般業務を中央三井

信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行式会社）に

委託しました。

一般事務委託契約締結の件

本投資法人の機関運営及び会計事務等に係る一般業

務を住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行式

会社）に委託しました。

平成 23 年 9月 7日

資産保管委託契約締結の件

本投資法人の資産の保管に係る一般業務を住友信託

銀行株式会社（現 三井住友信託銀行式会社）に委託

しました。

平成 24年 2月 29日 資産運用委託契約第1回変更契

約締結の件

本投資法人の資産運用報酬をより投資主価値の最大

化に配慮した体系とするため、資産運用委託契約第 1

回変更契約を平成 24 年 2月 29 日付で締結しました。

平成 24年 3月 22日 資産運用委託契約に関する覚

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。

平成 24年 5月 10日 新投資口引受契約等締結の件

同日開催の役員会で承認された新投資口発行及び投

資口売出しにおいて、新投資口の募集等に係る一般事

務を、引受会社（注）に委託しました。

（注) 国内における引受会社は、野村證券株式会社、三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証

券株式会社、東海東京証券株式会社です。また、海外における引受会社は、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー、大和証券キャピタル・

マーケッツヨーロッパリミテッド、ユービーエス・リミテッド、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエル

シー、みずほインターナショナル、メリルリンチ・インターナショナル、シティーグループ・グローバル・マーケッツリミテッド、ジェー・ピ

ー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッドです。

（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、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載

しています。
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Ⅱ 貸借対照表

（単位：千円）

当期

平成24年5月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金 127,194

前払費用 1,050

立替金 4,200

その他 2

流動資産合計 132,447

固定資産

投資その他の資産

差入保証有価証券 9,917

投資その他の資産合計 9,917

固定資産合計 9,917

資産合計 142,365

負債の部

流動負債

未払費用 2,547

未払法人税等 188

預り金 645

流動負債合計 3,382

負債合計 3,382

純資産の部

投資主資本

出資総額 200,000

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） △61,017

剰余金合計 △61,017

投資主資本合計 138,982

純資産合計 ※1 138,982

負債純資産合計 142,365
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Ⅲ 損益計算書

（単位：千円）

当期

自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

営業収益

営業収益合計 －

営業費用

資産保管手数料 836

一般事務委託手数料 1,670

役員報酬 1,620

その他営業費用 3,090

営業費用合計 7,217

営業損失（△） △7,217

営業外収益

受取利息 24

有価証券利息 12

営業外収益合計 36

営業外費用

創業費 53,642

営業外費用合計 53,642

経常損失（△） △60,823

税引前当期純損失（△） △60,823

法人税、住民税及び事業税 193

法人税等合計 193

当期純損失（△） △61,017

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） △61,017
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Ⅳ 投資主資本等変動計算書

（単位：千円）

当期

自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

投資主資本

出資総額

当期首残高 －

当期変動額

新投資口の発行 200,000

当期変動額合計 200,000

当期末残高 ※1 200,000

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

当期首残高 －

当期変動額

当期純損失（△） △61,017

当期変動額合計 △61,017

当期末残高 △61,017

剰余金合計

当期首残高 －

当期変動額

当期純損失（△） △61,017

当期変動額合計 △61,017

当期末残高 △61,017

投資主資本合計

当期首残高 －

当期変動額

新投資口の発行 200,000

当期純損失（△） △61,017

当期変動額合計 138,982

当期末残高 138,982

純資産合計

当期首残高 －

当期変動額

新投資口の発行 200,000

当期純損失（△） △61,017

当期変動額合計 138,982

当期末残高 138,982



24

Ⅴ 注記表

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

項目

当期

自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

１．有価証券の評価基準及び評価方

法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しています。

２．繰延資産の処理方法 創業費

支払時に全額費用計上しています。

３．キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等

物）の範囲

手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取

得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

４．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっています。

〔貸借対照表に関する注記〕

当期

平成24年5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

〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕

当期

自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

※1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口総数

発行可能投資口総口数 2,000,000口

発行済投資口総数 400口

〔金融商品に関する注記〕

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

本投資法人では、不動産関連資産の取得、有利子負債の返済等に当たっては、借入れ、投資法人債の発行

又は投資口の発行等により資金調達を行います。

資金調達においては資本を充実させ保守的な有利子負債を維持し、財務の安定性の確保及び金利上昇リス

クの回避を目的とした有利子負債に係る借入期間の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散等に留意して、

低コスト・長期での安定的な調達力を維持することに留意しています。

また、一時的な余剰資金は、安全性、換金性等を考慮し、金利環境及び資金繰りを十分に鑑み、原則とし

て預金にて運用しています。

デリバティブ取引については、借入金等の金利変動リスクその他のリスクをヘッジする目的として行うこ

とがありますが、投機的な取引は行いません。
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（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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で信用リスクに晒されていま

すが、安全性、換金性等を考慮し、金融環境及び資金繰りを十分に勘案した上で、預入期間を短期に限定し

て慎重に行っています。

（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えます。

２. 金融商品の時価等に関する事項

平成24年5月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、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。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金及び預金 127,194 127,194 －

(2）立替金 4,200 4,200 －

(3）差入保証有価証券

（満期保有目的の債券）
9,917 9,965 47

資産合計 141,312 141,360 47

(1) 未払費用 2,547 2,547 －

負債合計 2,547 2,547 －

（注1） 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1）現金及び預金、(2) 立替金

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。

(3）差入保証有価証券

時価について、日本証券業協会の公表している価格によっています。

負 債

(1）未払費用

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。

（注2） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日（平成24年5月31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 127,194 － － － － －

立替金 4,200 － － － － －

差入保証有価証券

満期保有目的の債券

(国債)

－ － － 10,000 － －

合計 131,394 － － 10,000 － －
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〔関連当事者との取引に関する注記〕

当期（自 平成23年9月7日 至 平成24年5月31日）

関係内容

属性

会社等
の名称
または
氏名

住所
資本金また
は出資金
（百万円）

事業の内容
または職業

投資口等の
所有（被所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目 期末残高
（千円）

支配

投資主

東急不

動産株

式会社

東京都渋

谷区道玄

坂一丁目

21番2号

57,551 不動産業 100% なし
支配

投資主

出資金

の受入
200,000

出資

総額
200,000

設立企画人

報酬の支払
50,000 － －

支配投

資主の

子会社

東急不

動産ア

クティ

ビア投

信株式

会社

東京都渋

谷区道玄

坂一丁目

16番3号

300

投資法人の

運用資産の

運用に係る

業務

なし 兼任1人

資産

運用

会社 上場関連費

用の支払
4,200 立替金 4,200

資産

保管

会社

三井住

友信託

銀行株

式会社

東京都千

代田区丸

の内一丁

目4番1号

342,037 銀行業 なし なし

資産

保管

会社

一般事務委

託手数料等

の支払

1,700
未払

費用
1,669

（注1) 上記報酬額は、本投資法人の規約に定められた条件によっています。

（注2）上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

（注3）取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

〔税効果会計に関する注記〕

当期

平成24年5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）

税務上の繰越欠損金 23,922

評価性引当額 △23,922

繰延税金資産合計 －

繰延税金資産の純額 －

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。

〔1口当たり情報に関する注記〕

当期

自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

1口当たり純資産額 347,457円

1口当たり当期純損失（△） △152,542円

1口当たり当期純損失は、当期純損失を期中平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資

口調整後1口当たり当期純損失については、潜在投資口がないため記載していません。
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（注）1口当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。

当期

自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

当期純損失（△）（千円） △61,017

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損失（△）（千円） △61,017

期中平均投資口数（口） 400

〔重要な後発事象に関する注記〕

当期

自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

１．新投資口の発行

平成24年5月10日及び平成24年6月1日開催の役員会において、下記のとおり新投資口の発行に関する決議を行

い、平成24年6月12日及び平成24年7月10日に払込が完了し、下記条件にて発行しました。この結果、出資総額

は91,373,833,100円、発行済投資口数は205,262口となっています。

（１）公募による新投資口の発行（一般募集）

① 発行新投資口数：204,100口

② 発行価格 ：1口当たり460,000円

③ 発行価格の総額：93,886,000,000円

④ 発行価額 ：445,050円

⑤ 発行価額の総額：90,834,705,000円

⑥ 払込期日 ：平成24年6月12日

⑦ 分配金起算日 ：平成24年6月1日

（２）第三者割当による新投資口の発行

① 発行新投資口数：762口

② 発行価額 ：1口当たり445,050円

③ 発行価額の総額：339,128,100円

④ 払込期日 ：平成24年7月10日

⑤ 分配金起算日 ：平成24年6月1日

⑥ 割当先 ：野村證券株式会社

２．資金の借入れ

本投資法人は、不動産信託受益権18物件の取得資金及び関連費用に充当するため、平成24年6月13日付にて770

億円の資金の借入れを行いました。詳細につきましては、前記「Ⅰ資産運用報告 １．資産運用の概況 （６）

決算後に生じた重要な事実 ②資金の借入れ」をご参照ください。

３．資産の取得

本投資法人は、規約に定める資産運用の基本方針等に基づき、一般募集（公募）による新投資口の発行によ

る手取金及び借入金により、平成24年6月13日付にて18物件・170,370百万円の不動産を信託財産とする信託の

受益権を取得しました。詳細につきましては、前記「Ⅰ資産運用報告 １．資産運用の概況 （６）決算後に生

じた重要な事実 ③資産の取得」をご参照ください。
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Ⅵ 金銭の分配に係る計算書

当期
自 平成23年9月 7日
至 平成24年5月31日

金額（円）

Ⅰ 当期未処理損失（△） △61,017,145

Ⅱ 分配金の額 －

（投資口1口当たり分配金の額） （ － ）

Ⅲ 次期繰越損失（△） △61,017,145

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金
額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15
第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の
90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針によ
り、利益の金額がないため、第1期は金銭の分配を行いません。
なお、当期未処理損失は次期に繰り越します。
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Ⅶ 監査報告書
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Ⅶ 監査報告書
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Ⅷ キャッシュ･フロー計算書（参考情報）

（単位：千円）

当期

自 平成23年9月 7日

至 平成24年5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △60,823

受取利息 △36

前払費用の増減額（△は増加） △1,050

立替金の増減額（△は増加） △4,200

その他 3,193

小計 △62,917

利息の受取額 21

法人税等の支払額 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △62,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △9,905

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

投資口の発行による収入 200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 200,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127,194

現金及び現金同等物の期首残高 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 127,194

（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。

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕(参考情報)

キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現

金同等物）の範囲

手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕(参考情報)

※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

当期
自 平成23年9月 7日
至 平成24年5月31日

現金及び預金 127,194千円

現金及び現金同等物 127,194千円


