Market

Report

2016 年 7 ⽉ 22 ⽇
Shinko Asset Management Co., Ltd.

J-REIT 市場とアジア・オセアニア REIT 市場の現状・今後の⾒通し
◆2016 年 4〜7 ⽉の動向
J-REIT 市場およびアジア・オセアニア REIT 市場は、4 ⽉にはシンガポール、5 ⽉には豪州で⾦融緩和が実施され
たことが⽀援材料となったものの、⼀時的に⽶国の利上げ観測が⾼まったことや英国における国⺠投票を控え様⼦
⾒姿勢が強まったことなどを背景に、6 ⽉中旬にかけてもみ合う展開となりました。その後 6 ⽉下旬に英国の国⺠
投票で EU 離脱⽀持が過半数を占めたことから世界経済の先⾏き不透明感が⾼まり、⼀時的に各国 REIT 市場は下落
しました。特に、J-REIT 市場は、⼀時 1 ⽶ドル＝100 円割れまで急速に円⾼が進んだことも嫌気され、⼤きな調整
を余儀なくされました。しかし、⽇本銀⾏による追加⾦融緩和期待が⾼まったことや、⽶国利上げ観測が後退した
ことなどから、各国 REIT 市場は上昇する展開となりました。各国 REIT の良好な決算が改めて評価されたことに加
え、不動産賃貸事業を収益の源泉とする業績安定性や⾼⽔準の配当利回りに注⽬が集まったことなどが市場の上昇
要因になったと考えられます。
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◆今後の⾒通し
昨年来、中国政府は安定した経済成⻑への構造転換を⽬指す難しい舵取りを余儀なくされています。しかし、世界
の⾦融市場が混乱した昨年 8 ⽉から概ね 1 年が経過したこともあり、中国経済指標や⼈⺠元の動向に対する市場の
反応は徐々にこなれてきたように思われます。英国の EU 離脱に関しては、少なくとも通告後 2 年間を要するとみ
られ、今後も英国と EU の動向を注視する必要がありそうです。また、⽶国における⾦融政策や⼤統領選挙の動向
などに⼀喜⼀憂する局⾯も想定されます。
しかしながら、賃料の上昇や資⾦調達コストの削減などを背景に各国 REIT の業績は概ね好調であり、良好な決算
を確認するにつれて、J-REIT 市場およびアジア・オセアニア REIT 市場は、徐々に上値を切り上げる展開を⾒込ん
でいます。6 ⽉に発表された⾹港の時価総額最⼤銘柄である LINK REIT の 2016 年 3 ⽉通期決算を例に挙げると、
積極的な物件取得や増改築投資による賃料上昇などから前年⽐ 12.8％の増配を達成し、上場来続く 2 桁増配を維持
したことが評価され、株価は上昇しました。
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各国の不動産市況を取り巻くファンダメンタルズも概ね良好であるといえます。オーストラリアにおいては⼩売売
上が好調なうえ、⽇本同様にインバウンド需要が拡⼤しており、都市型商業施設などはその恩恵を受けています。
シンガポール、⾹港といったアジア諸国においてもインバウンド需要は復調の兆しをみせています。
英国の国⺠投票の結果を受けて⽶国の利上げ観測が⼤きく後退したことに加え、⽇本およびアジア・オセアニア諸
国は⾦融緩和や公共投資などの景気刺激策を打ち出すことが⾒込まれ、市場の⽀援材料になるとみられます。⽇本
とオーストラリアでは選挙が⾏われ、市場の関⼼は法⼈税減税や公共投資など雇⽤・成⻑促進策の実施に向かって
います。
各国で市場活性化の動きがみられていることもポジティブな材料であるといえます。⽇本では野村不動産マスター
ファンド投資法⼈とトップリート投資法⼈の合併が発表されました。シンガポールでは 5 ⽉、6 ⽉、7 ⽉と REIT の
新規上場が続いており、特に⼤型上場となった 6 ⽉の FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST は投資家の
⼈気を集め、市場活性化の好例となりました。オーストラリアでも、豪州全⼟のガソリンスタンドを投資対象とし
た VIVA ENERGY REIT の上場が予定されています。
このような好材料が積み重なることによって、各国 REIT 市場に対する評価が今後⾼まることを想定しています。
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出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社、ブルームバーグのデータを基に新光投信作成。データは2016年6月末時点
（注） REITの配当利回りは、S&PグローバルREIT指数の各構成国REIT指数の配当利回り。
上記の各利回りは、日本の10年国債利回りを除き小数第2位を四捨五入して表示しているため、
利回り格差の末尾数字が計算上合わない場合もあります。
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投資信託へのご投資に際しての留意事項
【投資信託にかかるリスクについて】

投資信託は、主に国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象としています。投資した当該資
産の市場における取引価格の変動や為替相場の変動などの影響により基準価額が変動します。これらの運⽤に
よる損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されて
いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信
託は預貯⾦とは異なります。
【投資信託にかかる費⽤について】
新光投信が運⽤する投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費⽤をご負担いただきます。
■購⼊時に直接ご負担いただく費⽤
・購⼊時⼿数料：上限 4.104％(税抜 3.8％)
■換⾦時に直接ご負担いただく費⽤
・信託財産留保額：上限 0.5％
・公社債投信およびグリーン公社債投信の換⾦時⼿数料
：取得年⽉⽇により、1 万⼝につき上限 108 円(税抜 100 円)
・その他の投資信託の換⾦時⼿数料：ありません。
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤
・運⽤管理費⽤（信託報酬）：年率で上限 2.484％(税抜 2.4％)
■その他の費⽤・⼿数料
・監査法⼈に⽀払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤な
どを、その都度（監査報酬は⽇々）、投資信託財産が負担します。
※「その他の費⽤・⼿数料」については、定率でないもの、定時に⾒直されるもの、売買条件などに応じて異なる
ものなどがあるため、当該費⽤および合計額などを表⽰することができません。
◎⼿数料などの合計額については、購⼊⾦額や保有期間などに応じて異なりますので、表⽰することができません。
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費⽤項⽬につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。費⽤の料率につき
ましては、新光投信が運⽤するすべての投資信託（設定前のものを含みます。）のうち、お客さまにご負担いただく、
それぞれの費⽤における最⾼の料率を記載しております。
投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なること
から、リスクの内容や性質が異なり、費⽤もそれぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、
事前によく投資信託説明書（交付⽬論⾒書）や契約締結前交付書⾯など（⽬論⾒書補完書⾯を含む）をご覧くださ
い。
商 号 等： 新光投信株式会社
⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第３３９号

加⼊協会： ⼀般社団法⼈投資信託協会
⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会
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