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ある場合、英語版が優先するものとします。

INREVはEuropean Association for Investors in Non-listed Real 
Estate Vehicles（欧州非上場不動産投資家協会）の略称で
す。INREVでは欧州の不動産プライベートファンド市場における
流動性の向上を目指し、透明性、アクセス性、専門技能、及びベ
ストプラクティス基準の推進に取り組んでいます。

INREVは欧州全域にまたがる組織であり、非上場不動産ファンド
市場に関する知識の共有・普及を図るための優れた基盤となって
います。INREV会員は機関投資家を中心に構成され、ファンドマ
ネージャ、投資銀行、弁護士、投資顧問など市場参加者からも支
持されています。

(c) INREV 2008年
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序文

ここに謹んで欧州非上場不動産投資家協会（INREV）のガイドラインをお届けいたします。

本ガイドラインはファンドマネージャ及び機関投資家向けに、非上場不動産商品に関する

ガバナンスと情報提供について、その原則、指針、及び推奨（ツール、参考事例など）を

総合的に提示するものです。

INREVは非上場不動産ファンド市場を代表する業界団体として、この市場における透明性の

改善とベストプラクティス及び専門技能の推進を目的としています。過去数年にわた

り、INREV会員は業界ガイドラインの策定を求め、また策定に向けた取り組みを強力に支援

してきました。その結果、2005年以来8つのINREVガイドラインが個別に策定され、これら

はコーポレートガバナンス、INREV NAV（INREVによる純資産計算基準）、手数料基準

のガイドラインなど、様々なテーマをカバーしています。

会員の反応から、こうしたガイドラインの重要性が高まっていることが明らかになりまし

た。2007年末に行ったINREV会員調査によると、ファンドマネージャと投資銀行の約60%
、そして投資家の50%以上が業務にINREVガイドラインを採用しています。また投資家の

80%以上が、INREVガイドラインを採用しているファンドの明示を希望するととも

に、INREVガイドラインの採用によってファンドの市場性が高まると考えています。さら

に、現在の金融不安を受けて、投資家はコーポレートガバナンス関連事項やINREVガイドラ

インの活用に一層の注意を払いつつあります。

こうした反応に基づき、INREVでは業務基準への取り組みを継続するとともに、INREVガ
イドラインの実施促進を2008年における主要優先事項の1つに位置づけました。その重要

なプロジェクトが、既存のガイドラインを合体して1つに統合し、ファンドのライフサイク

ルの諸段階に関する章を加えるという作業でした。これと並行して、INREVではファンド

マネージャによるガイドラインの実施を促進する方法を検討し、またコンプライアンスの

観点から、ガイドラインの実施がファンドのマーケティングの一環となる可能性について

も探ってまいりました。

2008年12月

Johan van der Ende
欧州非上場不動産投資家協会	理事長
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イントロダクション

目的

本ガイドラインは、

–	 	非上場不動産セクターにおいて、ベストプラクティスの報告とのガバナンスの枠組みを

構築し、ファンドマネージャによる実践を促進すること、及び

–	 		非上場不動産ファンドに投資する投資家に、一貫性があり、分かりやすく、アクセスが

容易で信頼性の高い情報を提供すること

を目的とする。

上記の目的は、欧州の非上場不動産商品市場において透明性と専門性を高め、ベストプラ

クティスを推進するというINREVの目標に合致したものである。

ガイドラインの統合プロセス

2008年I2月、INREVの運営評議会において、過去数年間に策定された各種の個別ガイドライ

ンを一つの包括的なINREVガイドラインとして統合することが承認された。また、ファンド

マネージャがどの程度までINREVガイドラインに従っているか確認する方法を会員と協議す

ることについても承認された。

本プロジェクトの外部コンサルタントとして、マイケル・	ホーンスビーをリーダーとする

アーンスト	アンド	ヤング（ルクセンブルグ）が指名され、INREVのスタッフとともにプロ

ジェクトチームが編成された。

本プロジェクトを監督・指導するために、以下の会員からなるワーキンググループが設置

された。

Allan Mikkelsen  ATP Real Estate
Bernhard Berg  Generali Deutschland Immobilien GmbH
Deborah Lloyd  Nabarro
Neil Turner  Schroder Property Investment Management
Kenneth Greguski RREEF
Maurice Voskuilen ING Real Estate Investment Management 
Lisette Van Doorn INREV

この統合プロジェクトは、既存ガイドラインの書き換えや意味の変更を行うものではな

く、それらを再編して一つのフォーマットに統合して提示することを目的とするものであ

る。

プロジェクトチームは編集上のルールを体系的に成文化し、既存ガイドラインの原則やベ

ストプラクティス要件を示すとともに、ファンドのライフサイクルに対応する形で文書を

全体的に再構成した。また詳細な説明、事例及び定義についてはガイドライン本編から分

離し、アペンディックスとして明確化を図った。

同プロジェクトチームは、プロジェクトを提起して意見を募るために2つのワークショップ

を編成した。1つはファンドマネージャの中から人選し、もう1つは会員全体から選んだも

のである。また、同プロジェクトチームは既存のガイドラインを作成したINREVの各種委員

会やワーキンググループと協議を行って不一致点や統合上の問題の解決を図った結果、現

在の構成が出来上がった。これに関して、以下のINREVのグループとの会議が開かれた。

–	 レポーティング委員会

1

1.1

1.2
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–	 コーポレートガバナンス委員会

–	 コアデフィニション・ワーキンググループ

–	 セカンダリーマーケット・流動性委員会

–	 手数料基準ワーキンググループ

–	 デューディリジェンス・ワーキンググループ

最後に、同プロジェクトチームは投資家プラットフォームと協議を行い、目的と成果物の

再確認を行った。

コンプライアンスの枠組み

これらのガイドラインは、機関投資家を対象とする非上場不動産直接ファンド向けに作成

したものである。ファンドによって基本戦略、規模や複雑性が大きく異なる可能性がある

ため、一般原則やベストプラクティス要件の策定に当たってINREVではファンドの形態によ

る区別は行なわず、コンプライアンスの範囲の明確化について投資家とファンドマネージ

ャが合意できるような枠組みを提供している。従って、「コア」戦略を中心とするファン

ドにとってはこれらのガイドライン、特に詳細な開示要件を完全に実施することが最も適

切であると考えられるが、「オポチュニスティック」戦略を採るファンドでは部分的な実

施が主体となるかもしれない。

ガイドラインは原則、ベストプラクティス要件及び追加ガイダンスをカバーしている。

語句 意味

原則 ベストプラクティス要件と追加ガイダンスのベースとなる原則。

ベストプラクティス

要件

特定のトピックスについてINREVが推奨するベストプラクティスに

準拠するために、採用または開示が求められる要件。ベストプラク

ティス要件を適用することが不可能、非現実的、不適切であるファ

ンドは、その旨を明確に説明し、また開示しなければならない。

追加ガイダンス ベストプラクティスと見なされるが、INREVガイドラインへの準拠

において採用または開示が義務付けられるものではない。追加ガイ

ダンスでカバーされる事項は、時間の経過とともにベストプラクテ

ィスとなる、過渡的な状況を示すものとも言える。

INREVはガイドラインへの準拠を強要するものではなく、また準拠状況についてのチェック

も行わない。投資家とファンドマネージャの協議の結果から、INREVガイドラインの実施と

準拠については、ファンドのローンチやその後の投資における交渉プロセスの一環として

議論すべきものであることが明確になっている。INREVガイドラインの実施をどの程度重視

するかについて投資家やファンドマネージャの見解は、ファンドの戦略、形態及び規模、

ファンドマネージャの実績など幾つかの要素により異なる可能性がある。

INREVでは、ファンドのローンチの交渉過程においてファンドマネージャと投資家の双方が

INREVガイドラインへの準拠について協議することを強く推奨する。INREVの調査による

と、市場プレーヤーはINREVガイドラインへの準拠によってファンドの市場性が高まると考

えている。これに関しINREVはこれまで、INREVガイドラインへの準拠に関する共通の理解

を見出し、生み出すことで対応してきた。INREVが提供する枠組みも、ファンドマネージャ

がINREVガイドラインへの準拠度合いを自己評価する上で助けとなるものだ。

さらに、INREVではガイドラインへの準拠レベルを確認するための可能な方法について会員

1.3
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と広く協議を行った。この点でまず検討すべき課題は、INREV NAV（INREVによる純資産

計算基準）や手数料基準といった技術的なものからコーポレートガバナンスなど原則に関

するものにまで及んでいるガイドラインが、それぞれ性質を異にするという問題である。

ガイドラインの特定領域（例えばINREV NAVなど）について、投資家がファンドマネージ

ャ以外の者からの確認も必要とする場合は、外部の第三者による独立したチェックを受け

ても良いだろう。INREVでは、ガイドラインへの準拠に関するそうした外部チェックの性質

と程度について、ローンチの交渉過程でファンドマネージャと投資家が協議し合意するこ

とを推奨する。次のページに、そのような外部チェックまたは独立したチェックを実施可

能と思われる者の概要を示す。

ファンドマネージャがファンドについて、そのレポーティングがINREVガイドラインに完全

に準拠していると述べる場合は、該当する項目においてすべての原則やベストプラクティ

ス要件に合致していなければならず、またガイドラインから逸脱している場合には、その

旨を明確に開示して説明する必要がある（通常、そうした逸脱はまれで例外的なものであ

るか、以下に示すように部分的な準拠が必要とされるものである）。

INREVガイドラインの特定部分（INREV NAVなど）のみに準拠することをファンドマネー

ジャが選択した場合、INREV準拠モジュール（下記の図表を参照）に関する開示を行い、部

分的準拠の範囲を示すINREVがある。8つのモジュールのいずれかに適合していると主張す

るためには、当該モジュールのすべての原則やベストプラクティス要件に適合していなけ

ればならない。こうした枠組みにより、INREVガイドラインへの準拠はファンドマネージャ

と投資家の交渉結果に応じて、柔軟に実施することができる。

以下の図表に、INREVの準拠枠組みにおける8つのモジュールを概説する。
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モ
ジ
ュ
ー
ル 原則及びベストプラクティス要件 参照 チェック／管理のオプション

1 ファンドのローンチに関する書類は明瞭かつ

簡潔な内容とし、特にファンドの商品設計、

評価、レポーティング、コーポレートガバナ

ンスの枠組みやセカンダリーマーケットの取

引要件をカバーしたものとする。

2.4 書類作成 ファンドマネージャによる自

己評価（ガバナンス担当者に

よるチェック）

2 マネージャ、社外役員、投資家は、行動規

範／役割規範及び責任から構成される「INREV

コーポレートガバナンス原則枠組み」を採用

し準拠するとともに、準拠状況を年次報告書

で開示する。

2.2

3.2

コーポレートガバ

ナンス

継続的コーポレー

トガバナンス

ファンドマネージャによる自

己評価（ガバナンス担当者に

よるチェック）

3 不動産評価のベストプラクティス要件に従っ

て不動産評価を行う。

3.7.1 不動産評価 ファンドマネージャによる自

己評価（ガバナンス担当者に

よるチェック）、外部の鑑定

人と監査人による保証

4 ファンドマネージャはINREV NAVのベストプ

ラクティス要件に従って調整後純資産価値を

提示する。	

3.7.2 INREV NAV（INREV

による純資産計算

基準）

ファンドマネージャによる自

己評価（ガバナンス担当者に

よるチェック）、監査人に

よる保証

5 INREV手数料基準のベストプラクティス要件に

従い、総経費率、不動産経費率、利回りの圧

縮、その他の手数料を計算して開示する。

2.3.3 

3.7.3

INREV手数料基準

INREV手数料基準

ファンドマネージャによる自

己評価（ガバナンス担当者に

よるチェック）、監査人に

よる保証

6 年次報告書でレポーティングに関するすべて

の「ベストプラクティス要件」を開示する。	

3.7.4 年次報告ガイドラ

イン

ファンドマネージャによる自

己評価（ガバナンス担当者に

よるチェック）、監査人に

よる保証

7 ファンドはINREVからの要請に応じ、INREV商

品データベース用のデータ及びINREV指数用の

パフォーマンスデータを提供する。

3.8 INREVデータ配信 ファンドマネージャによる

自己評価（投資家によるチ

ェック）

8 ファンドはセカンダリーマーケットの取引に

関するINREVの原則及び行動規範を採用し、そ

れに準拠する。

2.2.2

 

2.2.5

 

 

4.2

コーポレートガバ

ナンスの枠組み	

セカンダリーマー

ケットに関する

事項

セカンダリーマー

ケットのガイドラ

イン

ファンドマネージャによる

自己評価（投資家によるチ

ェック）
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その他の検討事項

ガイドラインの採用によって意図しているのは、業界として透明性のある比較可能な情報

の枠組みを整備するのを支援することにある。だが、非上場不動産ファンドは多くの異な

る会計公準（国際財務レポーティング基準［IFRS］、各国で一般的に認められた会計基準

［GAAP］、その他の公準）に従って財務諸表を作成しているのが実情である。

INREVガイドラインは、業界の成熟やセカンダリーマーケットの発展に伴い、比較可能で透

明性のある測定基準を提供して投資家の要求に応えることを目指しており、会計基準の採

用に関する詳細な指針の提供やその代替を意図するものではない。

本ガイドラインに示されたベストプラクティス要件、開示や計算は、様々なGAAPに基づい

た財務諸表とも連動して使用することが可能である。ただし、調整後純資産価値に関する

INREVの原則及びベストプラクティス要件はIFRSの財務諸表に基づいているが、これは例証

を目的としたもので、必要な調整を行えば、他のGAAPに基づいた財務諸表にも等しく適用

可能であるよう意図されている。

INREVガイドラインの全体構成

INREVガイドラインは、ファンドのライフサイクルに従って次の3つの章に分かれている。

2章－ローンチ 3章－業務 4章－出口

コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス

–	 	コーポレートガバナンスの原則及

び行動規範

–		サイドレター	

–			成功報酬体系

–			セカンダリーマーケットに関する

事項	

–		行動規範及びレポーティング	 –				セカンダリーマーケット／マネージ

ャ及び投資家の権利と義務、ならび

に行動規範	

評価・レポーティングの枠組み 財務レポーティング

–	 	不動産評価

–	純資産価値	

–	手数料基準	

–	年次報告

–	 	不動産評価

–		純資産価値

–		手数料基準

–		年次報告	

–	 INREVデータ配信

書類作成		

–	全般的考察	

–	 	目論見書

–	 	投資評価に関する質問表	

1.4 

1.5
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いずれの章もイントロダクションで始まり、その後に上記の構成表に示した項目に関する

原則及び指針（とその説明）が続く。

定義、詳細な説明、事例、標準的な計算、その他のツール類は付属書類に記載する。

さらなる整備

本ガイドラインは固定化されたものではなく、市場におけるベストプラクティスの展開や

INREVガイドラインに対する会員・非会員からの意見に基づき、定期的に更新・修正を行っ

ていくことを意図している。更新やさらに詳しい指針に関して、これまでに次のような提

案が寄せられている。

–	 内部統制の枠組み／第三者サービスプロバイダー

–	 サイドレター

–	 1株当たり利益／1口当たり利益

–	 財務レポーティングにおける繰延税金の扱い

–	 償還／出口

これらのトピックスは当該の委員会で協議し、将来の作業計画に盛り込んでいく予定であ

る。

INREVのウェブサイト

ガイドライン及びアペンディックスの最新版はINREVのウェブサイト（www.inrev.org	

［「業界ガイドライン」の下］）で入手することができる。

よくある質問（FAQ）もウェブサイトへの掲載を予定している。

1.6

1.7
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ローンチ	

イントロダクション

ファンドのローンチでは以下の活動が中心となる。

–	 ファンドの商品設計

–	 コーポレートガバナンスの枠組みの設計（2,2「コーポレートガバナンス」参照）

–	 評価・レポーティングの枠組みの設計（2.3「評価・レポーティングの枠組み」参照）

–	 上記の書類作成（2.4「書類作成」を参照のこと）

ファンドの商品設計は、一般的に以下の分野をカバーしている。

–	 法的形態及び組織構造

–	 ファンド運営及び資産運用の活動

–	 運用の説明

–	 投資戦略（レバレッジ、出口戦略等）

–	 投資プロセス

–	 目標達成の測定（ファンドの利回り、総経費率の予想）

–	 	主な条件（手数料の調整、価格設定、発行及び償還の仕組み等）

ファンド商品の全体設計及び書類作成を支援するため、INREVは条件の枠組みや作業プロト

コルを提供している。これはファンドのローンチに当たってプレーヤーが相互に調整する

際の参照とすることを目的としており、以下のようなものがある。

–	 標準的な用語の定義（2.1.1「定義」参照）

–	 コーポレートガバナンス、評価及びレポーティングの枠組みの設計構造

–	 サイドレターに関するアプローチ

–	 成功報酬体系の説明

–	 セカンダリーマーケットの取引の枠組み

–	 目論見書に最低限必要な項目

–	 投資評価に関する質問表

定義

ファンドの商品設計と運営に関して頻繁に使われる重要用語は多岐にわたっている。そう

した用語の使い方を調整することは本ガイドラインの主要目的の一つであり、そのために

INREVでは用語の定義を用意した。

アペンディックス5.1「定義」で提案している定義は、非上場不動産ファンド業界で全般的

に適用されると考えられる主要素について明瞭かつ簡潔な説明を提示したもので、ファン

ドマネージャや投資家は理解にブレが生じないよう、できる限りこの定義を使用すべきで

ある。

2

2.1

2.1.1
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コーポレートガバナンス

機関投資家とマネージャは、欧州の非上場不動産ファンドのコーポレートガバナンスに関

する基準を確立することに強い関心を示している。投資家は欧州の非上場不動産ファンド

市場の規制レベルは全般的に他の投資クラスよりも低いことや、非上場不動産ファンドの

特徴（流動性が低く、投資マネージャに冒険的な面があることなど）を考慮して、堅固な

コーポレートガバナンスを求めているのである。

INREVではコーポレートガバナンスの原則を確立するに当たって、機関投資家を対象とする

欧州非上場不動産ファンドのコーポレートガバナンスについて、実践的で共有できる基準

を設定することを目指している。また、コーポレートガバナンスの原則を実施するため

に、INREVはマネージャ、投資家、ファンド活動の監視・監督者、及び投資代理業を行うフ

ァンドマネージャの役割を説明している。

通常、投資家はファンドによる重要な決定に対して監視を行い、あるいは統制を加えるこ

とを望む。そのため投資家は、ファンドの活動の監視に自ら直接関わるか、あるいは監視

を請け負った個人や組織を通じて間接的に関与してきた。こうした監督の役割をどのよう

に実施するかについては、各ファンドの法的根拠や規制事項によって異なる可能性がある

ため、本ガイドラインではそれを「社外役員」の役割あるいは「ガバナンス担当者」の役

割としている。

社外役員やガバナンス担当者による監視は、完全に独立した経営委員会、諮問・監督協議

会、または一層制の取締役会における社外取締役など、様々な形で行うことができる。ま

た、こうした機関は他の目的のために組織されている場合もあり、グループであれ個人で

あれ、それらが必ずしもガイドラインの準拠に対する義務や責任を持ち、あるいは実施方

法を有しているわけではないことに留意することも大切である。ファンドのマネージャ

は、社外役員やガバナンス担当者が適切な権限を持ち、またコーポレートガバナンスの全

体的な枠組みが適切なものとなるよう図らねばならない。これらの規模や具体的役割、担

当者の任命方法、任期などにはファンドによって大きな差異があると考えられるため、本

ガイドラインではその詳細を記述してはいない。そのため本ガイドラインは各ファンドに

対し、独立した社外取締役を含めた取締役会を設置するよう義務付けているわけではな

い。ある種のファンドにとってそうした機関は適切ではない可能性があるからだ。しか

し、投資家自身がそうした監督の役割を果たす場合には、全投資家の利益を代表して行わ

ねばならない。

社外役員の数は、その関連費用や法的義務が発生する可能性を考慮すると、以下の事項に

応じて決まってくる。

–	 マネージャの形態と資格

–	 ファンドの規模

–	 投資案件の複雑性と立地

–	 投資家の数	

本ガイドラインの原則P.16において、ファンドはその資料の中で、コーポレートガバナンス

の詳細を明瞭かつ正確に開示しなければならないと定めている。

2.2
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コーポレートガバナンスの原則

P.1 法への準拠		

ファンドは、その管轄区域に適用される法規制に常に適合しなければならない。

P.2 規約の遵守		

ファンドの規約においてコーポレートガバナンスの主要原則を記載しなくてはな

らない。また、かかる主要原則を常に適用しなくてはならない。	

P.3 技能、善管注意、誠実義務

マネージャ、社外役員、投資家は適切な技能、善管注意及び誠実義務をもって、

ファンドの運営、投資家の利益の保護、及び投資対象の管理を行うとともに、適

切なレベルで人的資源、財務資源、業務資源を確保しなければならない。

P.4 説明責任

マネージャ、社外役員、投資家はその行動に対して常に説明責任を負うものとす

る。

P.5 透明性

ファンドに関する十分な情報を、すべての関連当事者に対し、明瞭、公正、完

全、タイムリーで誤解が生じない方法により伝えなければならない。

P.6 投資家とファンドの利益のための行動（利害の調整、利害衝突の調整を含む）

ファンドは投資家のために運営しなければならない。利害の衝突が生まれた場合

には、投資家全体で、及び投資家とマネージャの間で適切に管理しなければなら

ない。そうした利害衝突のリスクは、投資家とマネージャの間で利害を調整する

ことにより軽減することができる。

P.7 機密保持

ファンドや、ファンドにおける投資家の利益に関する情報で公知となっていない

ものは、常に機密情報として扱わなければならない。

コーポレートガバナンスの枠組み

INREVコーポレートガバナンスの原則に基づき、INREVは以下のようにコーポレートガバナ

ンスの枠組みを整備した。これはファンドのローンチにおけるマネージャ、社外役員、ガ

バナンス担当者、投資家の役割と責任、行動規範の概要を示すものである。

ファンドのローンチ時においては社外役員やガバナンス担当者が完全に設置または任命さ

れていない場合でも、その後速やかに手配されるものとINREVは認識する。同様に、ファン

ドの組成後に投資を行う投資家もいる。そのため、ファンドは以下の枠組みに示されてい

る活動を行い、規約に記載された様々なコーポレートガバナンス規定を遵守し、ファンド

のローンチ後の適切な期間内にそれらを実施できるようにしなくてはならない。

2.2.1 

2.2.2
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ローンチ：役割と責任の概略 

マネージャ		 社外役員**		 投資家**	

法令への準拠	

関連法規制への準拠を監視

するための適切な仕組みと

手順を定める。

マネージャが法令準拠を監視するための

適切な仕組みと手順を定めたことを確認

する。

マネージャが法令準拠を監視するた

めの適切な仕組みと手順を定めたこ

とを、ファンドの文書により検討・

確認する。	

規約の遵守	

ファンドが規約を遵守する

よう適切な仕組みと手順を

定める。

(a)	マネージャが規約の遵守を監視するた

めの適切な仕組みと手順を定めたことを確

認する。

(b)規約において社外役員の役割を定める。

(a)	投資を行う前に規約を完全に

理解し、了解する。引受同意書に署

名することによりこれを示すもの

とする。

(b)規約において、投資家の事前承

認を必要とする決定について行うべ

き協議及びレポーティング手順を明

示しなければならない。

技能、善管注意、誠実義務	

(a)	誠実義務を示す倫理規

程を実施する。

(b)リスク識別及びファン

ドの運営について、合意さ

れた方針を実施する。	

(a)	社外役員は適切なレベルの技能を持

ち、研修を受け、また外部の助言者やサー

ビスプロバイダーにアクセスできなければ

ならない。

(b)リスクの識別と管理のために、ファンド

の活動を監視する仕組みと適切な内部統制

をマネージャが確立したことを確認する。

有能なスタッフなどの人的資源を雇

用するとともに、必要な市場経験、

技能、専門技能と知識を有する社外

役員を確保する。

説明責任	

投資家に対して説明責任能

力を示す。	

投資家に対するマネージャの説明責任能力

を確認する。

マネージャと社外役員の説明責任能

力を確認する。

透明性：情報とレポート	

関連するINREVガイドライ

ンを採用する。

採用したINREVガイドラインに従って用意

した情報を投資家に提供するための手順が

確立されていることを確認する。これによ

り、投資家が戦略への準拠、目標の達成、

ファンドの進捗状況と実績を理解できるよ

うにする。

正確な情報に対する投資家のニーズ

をマネージャに伝えるとともに、関

連するINREVガイドラインの採用を

考慮する。

*						ファンドの文書にて、マネージャ、社外役員ならびに投資家の正確な役割と責任を定めなければならない。

**					ファンドのローンチ時に社外役員が完全には任命されておらず、またすべての投資家が確認されているわけではないという可能性の問題につい

ては、本表の前の諸段落を参照のこと。
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ローンチ：役割と責任の概略

マネージャ 社外役員** 投資家**

投資家のための行動	

(a)	マネージャの利害が投資家の

利害と真に一致していることを実

証する。

(b)	規約において、主要人員が

退任する際に適用される規定を定

める。

(c)	ファンド内の利害の衝突の対処

方法を明文化し実施する。

(a)	マネージャが自身の利害と投

資家の利害の一致を実証しているこ

とを確認する。

(b)	利害の衝突の対処方法が明文

化され実施されていることを確認

する。

ファンドが投資家の最善の利益のた

めに運営されており、想定リターン

を提供することを投資家として期

待する。

守秘義務	

規約に守秘義務を定めるとともに、

守秘義務を負う。

規約において守秘義務が適切に対処

されているか確認する。	

守秘義務を負う。

セカンダリーマーケット取引	

(a)	譲渡に関する要請を考慮する

際、どのような要因を検討するかを

定めた、セカンダリーマーケット

取引に関する方針を文書化する。こ

の方針は、オープンエンド型ファン

ドについて、プライマリーマーケ

ットとセカンダリーマーケットに

おける発行の潜在的な衝突への対

処方法など、全投資家に対する公

正さをいかに実現するかを説明する

ものとする。

(b)	すべての潜在的な投資家につ

いて、マネーロンダリング禁止要件

を設定する。これは、ファンドの管

理・運営に関わるすべての規制対象

者（受託者及び管理者を含む）の要

件を反映したものとする。

(c)	規約において、潜在的な投資

家がファンド情報を入手する権利

を定める。

セカンダリーマーケット取引の適切

な枠組みの構築を監督する。

(a)	セカンダリーマーケット取引に

関する方針を採用する。

(b)潜在投資家がファンド情報を入手

する権利に同意する。

*							ファンドの文書にて、マネージャ、社外役員ならびに投資家の正確な役割と責任を定めなければならない。

**					ファンドのローンチ時に社外役員が完全には任命されておらず、またすべての投資家が確認されているわけではないという可能性の問題につ

いては、本表の前の諸段落を参照のこと。	

上記の役割及び責任の論拠ならびに詳細については、アペンディックス5.2「INREVコーポ

レートガバナンスの枠組みの論拠と詳細」を参照のこと。
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CG.1 ファンドはINREVコーポレートガバナンスの原則を採用し、その意図する準拠レ

ベルを、ファンドの書類において明確に定義しなくてはならない。

規約において、コーポレートガバナンスの原則と枠組みについて記載し、ファ

ンド関係者がこれらの原則を実際にどのように適用すべきかを定めるものとす

る。できる限り詳細かつ完全に定め、ファンド及び投資家がコンプライアンス

に関する契約上の義務を負うものとしなくてはならない。ただし、これらの原

則は法的拘束力を持たず、当該管轄区における規制や公表された方針など各地

域の法令が常に優先される。

サイドレター

P.8 ファンドのガバナンス枠組み及びその書類（例えば目論見書に記載されるもの）

において、当該ファンドに関するサイドレター及び同様の投資家契約の作成と

開示について、マネージャの立場を明確にしなければならない。	

透明性を確保するために、ファンドマネージャはサイドレターや同様の投資家契約の取り

扱いにつき、少なくとも何らかの説明を行わねばならない。同時に、機密保持に関する適

切な要件に従う必要があると考えられる。

サイドレターの取り決めに関与していない投資家は、ファンドマネージャが投資家の取り

扱いにおける差別にどのように対処するか知りたいと思うだろう。だが、そうした情報は

公表すべきではなく、投資家グループ内で厳格に機密性を保たねばならない。

当該投資家グループに対してそうしたサイドレターの実際の文言を知らしめる場合、関係

する投資家が誰であるか分からないようにすることが重要である。

	

成功報酬の構成

成功報酬はファンドマネージャの利害を投資家の利害と一致させるために広く用いられる

手段の1つであり、関係者間での重要な取り決めとなっている。こうした取り決めを監視す

ることも、コーポレートガバナンスの枠組みの目的の1つである。

ファンドは文書にて、成功報酬の仕組みを詳しく説明するとともに、特に以下の事項につ

いて完全に開示しなくてはならない。	

–	 キャッチアップとクローバック（払い戻し）の特徴

–	 成功報酬の支払時期（ファンドの運用期間内か、運用期間の終了時か）

–	 設定されたハードルレートを超えたパフォーマンス歩合報酬

–	 ハードルレートの設定方法

–	 投資家が参加する前の期間に関する成功報酬の発生の有無

マネージャは、実例を用いて成功報酬と内部収益率（IRR）の計算方法を示すことが推奨さ

れる。

2.2.3

2.2.4
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セカンダリーマーケットに関する事項

セカンダリーマーケット取引の枠組みの確立を監視することも、ファンドのコーポレート

ガバナンス活動の目的の1つとすべきである。INREVではセカンダリーマーケット取引にお

ける流動性促進のための原則と指針を策定した。

P.9 ファンドの規約は、可能な限りセカンダリーマーケット取引を妨げないものと

し、そうした取引がどのように行われるべきかについて、明確な法的枠組みを

設定しなければならない。

P.10 ファンドの文書に関する機密保持の取り決めは、可能な限りセカンダリーマー

ケット取引の発展を妨げないものとする。

ファンドにとってセカンダリーマーケットが発展するよう、規約書類に以下の規定を含め

るものとする。

SM.1 第三者に情報を開示する上で機密保持契約が求められる場合、マネージャは規

約文書にその旨を記載しなければならない。またその場合、マネージャは投資

家が常に利用できるような標準的な機密保持契約を作成するものとする。

規約書類において「適格投資家」の明確な定義を組み込み、その居住地、財務

力、投資家タイプ（競業の制限など）、最小／最大保有額に関する具体的な規

制を設定すること。

SM.2 創設投資家から優先引受権について要請があった場合は、通知の送達から一定

期間内において、第一優先権に基づいて策定しなくてはならない。権利保有者

が権利を行使しないことを選択した場合、売却しようとする保有者は、合意し

た期間において、当初の売り出し価格に基づき合意した範囲内で、一般市場で

自らの持分を自由に売却することができるものとする。	

SM.3 ローンチ時に、譲渡に関する最低限の表明と関連当事者から要請された保証を

盛り込んだ譲渡契約草案を提示しなければならない。かかる草案には随時、マ

ネージャが必要と考える合理的な変更が加えられるものとする。譲渡契約の最

終的な形式は、買主、売却しようとする保有者、マネージャを含む全当事者の

交渉によって決められることになる。

コントロール

P.11 ファンドマネージャは適切な内部統治制度を導入し、ファンドの運営に関して

コーポレートガバナンスの原則と指針が実施されるよう図り、またかかる統治

枠組みの有効性に関する情報をガバナンス担当者に定期的に提供しなければな

らない。

2.2.5

2.2.6
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第三者サービスプロバイダー

ファンド業界においては、ファンドの経営陣に代わってサービスプロバイダーがファンド

業務の多くを実行することが一般的である。そうしたサービスプロバイダーには、名義書

換代理人、管理者、プロパティマネージャ、証券保管機関などがある。

P.12 ファンドマネージャは第三者サービスプロバイダーが適切な内部統治制度を持

つよう図るとともに、そうした内部統治制度の有効性に関する情報を定期的に

入手し評価しなくてはならない。

上記の事例として、当該サービスプロバイダーに関するSAS70報告書、または内部監査報告

書（存在する場合）を検討確認することが挙げられる。

	

2.2.7
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評価・レポーティングの枠組み

評価・レポーティングの枠組みには以下の要素が含まれる。

–	 ファンドの財務諸表作成のベースと頻度

–	 主要な業績指標の定義

–	 ファンドの重要資産と債務に関する評価規則、評価方法、評価頻度 –	 レポーテ

ィングに関する法令・規制面での枠組み

–	 投資家向け運用報告のベースと頻度

以下の図に年次評価・年次レポーティングのプロセスを示す。

不動産の評価

ファンドの業績と純資産価値は不動産の評価に大きく左右される。一方、不動産の評価は

運用手数料と成功報酬に直接または間接に影響を受けることも多い。そのため投資家の観

点からは、保有資産に関する一貫した、透明性の高い評価に基づいた情報を入手すること

が重要である。アナリスト、融資銀行、市場参加者といった他のステークホルダーも、そ

うしたベースでの評価に関心を示している。よって評価ガイドラインの目的は、業績の測

定やファンドの評価及びレポーティングに使用することができるよう、不動産評価に対す

る共通のアプローチを確立することにある。

評価ガイドラインは、投資家の観点からは最低限の必要事項と考えるべきである。一般的

に、不動産評価に関して投資家が必要とするものはファンドの種類によって異なるわけで

はないため、オープンエンド型ファンドとクローズドエンド型ファンドに関するベストプ

ラクティスに区別を設けなかった。これは例えば、レポーティングのために外部に依頼す

2.3

2.3.1

年次評価・年次レポーティングのプロセス

一般情報

運用レポート

物件レポート

INREV手数料基準

－不動産の再評価
－譲渡税
－金融商品の再評価
－繰延税
－設立費用
－取得費用
－契約手数料
－調整における税効果及び少数株主の 
 影響

監査人による報告書

財務諸表
純資産価値

純資産価値

INREV 手数料基準不動産評価

INREV
NAV
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る不動産評価の頻度が、必ずしもファンドの性格や種類によって変わるものではないこと

を意味している。

こうしたベストプラクティス要件は、価格設定のための不動産評価について推奨やガイダ

ンスを与えることを目的とするものではない。

P.13 不動産の評価は正確性、一貫性、及び独立性をもって行い、透明性を備えた形

で投資家に報告しなければならない。ここでいう透明性とは不動産評価のレポ

ーティングに関するもので、正確性、一貫性及び独立性とは不動産価値の決定

に関するものである。	

ファンドのローンチ段階において、以下の不動産評価プロセスを定めなければならない。

–	 評価基準

–	 内部評価及び外部評価の頻度

–	 ファンドマネージャと外部鑑定人とのコミュニケーションプロトコル

–	 外部鑑定人の独立性要件と輪番制

ファンドのサイクルを通じた実際的な不動産評価に関するベストプラクティス要件や追加

ガイダンスについては、3.7.1「不動産の評価」を参照のこと。

INREV NAV（ INREVによる純資産計算基準）

投資家とファンドマネージャのいずれも、国によって異なるGAAPやIFRSに基づく純資産価

値では「一貫性と透明性を持った有意義な情報を投資家に提供する」という目的を達成で

きないと考えていることが明らかとなっている。

欧州では全域にわたり、IFRSなど様々な会計基準に基づいて財務諸表が作られており、そ

のため調整後純資産価値の計算における一貫性の欠如をさらにひどくしている。

投資家とファンドマネージャは、不動産業界全体を通じて、また様々な等級のファンドを

通じて一貫性のあるアプローチを求めており、また欧州非上場不動産ファンドの実績を他

のファンドと比較することを望んでいる。

そこで投資家とファンドマネージャは、欧州非上場不動ファンドの調整後純資産価値を計

算するための、一貫性があり透明性の高いアプローチを求めている。そうしたアプローチ

によってファンド間における評価や業績の一貫性や比較可能性が高まるはずだ。	

P.14 純資産価値の計算は投資の経済価値を反映したものでなければならないという

のがINREV	NAVの基本的な考え方である。投資の経済価値とは、自発的な売手と

買手が対等な立場で、強要されることなく、適切なタイム・トゥ・マーケット

により取引を行うとの想定で、バランスシートの日付時点において、投資家に

よる理論上の売上として実現されるものである。	

2.3.2
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ファンドのレポーティング及び評価の一環として　財務諸表上の純資産価値とレポーティ

ングでの純資産価値との間に重要な調整事項が存在する場合がある。例えば、ファンドの

設立費用とローンチ時に発生する取得費用を資産計上し、5年間で償却するといった調整で

ある。そうした調整事項はガイドラインの3.7.2「INREV NAV」で説明されている。

INREV手数料基準

投資家にとっては、利益の計算、キャッシュフローと分配金、資本増強、費用対効果など

ファンドの全体的なパフォーマンスを示す財務情報を分析することで、ファンドの期待パ

フォーマンスと実際のパフォーマンスを把握可能でなければならない。

加えて、主要な業績指標を比較するには、以下のような各種の方法がある。	

–	 個々の不動産ファンド間の比較	

–	 	ファンドの形態（コアファンド、バリューアッド型ファンド、オポチュニスティックフ

ァンド）による比較

–	 不動産ファンドと直接不動産投資間の比較

–	 アセットクラス間の比較

–	 ファンドの国籍間の比較

–	 投資家タイプ(個人投資家、機関投資家など)間の比較

–	 既存ファンドと新規ファンド間の比較

このように様々な比較方法があるのは、そうした業績評価を使用する可能性のある者（投

資家、ファンドマネージャ、一般的な市場参加者など）が多岐に分かれていることを反映

している。

ファンドのパフォーマンスを総合的に把握するには、様々な業績評価を理解する必要があ

る。特定の評価方法を取り出し、コンテクストを無視して検討しても、バランスの取れた

形で把握することはできない。

INREVでは、利回り圧縮や経費率など精選した手数料基準の計算と開示に関するガイドラ

インを提供し、全体的な業績測定の一部として投資家に提供することを目的としている。

これらの基準は、ファンドのスタイル、投資戦略、内在するリスクとの関連において分析

した場合に、非上場不動産ファンド業界（機関投資家及びファンドマネージャの双方）に

おいて、非上場不動産ファンド間で手数料や費用構造を比較する上で有用である。

INREVは、国籍が異なるファンドを比較する際に、手数料や費用の表示と分類に関して一

貫性が欠けていることに対処しようと目指している。費用の内訳が完全に一致することは

ないかもしれないが、手数料の基準を設定することで可能な限り多くの関連情報が提供さ

れるようにすることが目的である。だがもっと重要なのは、比較可能な基準であり続ける

ことだ。

2.3.3
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P.15 投資家やマネージャが非上場不動産ファンド間の手数料と費用構造を比較するこ

とができるよう、ファンドの手数料などの費用を一貫性のある方法で分類し、

提示するものとする。

ファンドの手数料や費用をファンド間でより公正に比較するために、ファンド

は総経費率（TER）を提示すること。これはファンドが1年間に負担する運営費

用を一貫性のある方法で表すもので、ファンドの資産に対する加重平均値で示

されるものである。

総経費率に含まれるファンドレベルの費用と、他の不動産関連費用を把握する

ために、不動産経費率（REER）を計算して提示するものとする。

ファンドの全体的な「漏出」を示すために、利回り圧縮率（RRM）を計算し、提

示するものとする。

ファンドのレポーティング枠組みを策定する際には、INREV手数料基準に基づく測定と開示

の手順を確立しなければならない。

ローンチの際、投資家にとっては投下資本額に対して予測される運営費用の割合が特に関

心事となる。これはファンドの予想利回りと比較して、予測される費用の影響を把握する

ものだ。そのためINREVでは予想経費率の考え方と利回り圧縮率を導入している。

予想総経費率と予想不動産経費率は、推定費用と予測される資産レベルに基づいて計算さ

れるため、「理論上」の数値である。これは成長率やファンドの運用期間、税体系などの

予測に基づいている利回り圧縮率についても同様である。

ファンドのローンチ段階におけるベストプラクティス要件と、予想手数料基準や不動産経

費率に関する追加ガイダンスについては以下に説明する。過去のデータに基づく手数料基

準のガイドラインについては3.7.3「INREV手数料基準」に示されている。

予想総経費率

FM.1 予想総経費率は、ファンド運用期間の1年目、2年目、3年目について想定される

手数料及び経費の指標として、ファンドの書類で提供するものとする。これら

は推測に基づくものであるが、過去のデータに基づく総経費率（3.7.3.1「総経

費率」参照）と同一の指針に従って計算しなくてはならない。

FM.2 予想総経費率については、その計算に用いた推測の開示を伴うものとする。

FM.3 予想総経費率は、1年間の平均総資産価値と平均INREV NAVに基づいて提供する

ものとする。

3.7.3.2「不動産経費率」は、予想総経費率の算出・表示・更新の方法に関する追加ガイダ

ンスを提供するものである。	

2.3.3.1
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予想不動産経費率

FM.4 予想不動産経費率は、ファンド運用期間の1年目、2年目、3年目について想定さ

れる手数料及び経費の指標として、ファンドの書類で提供するものとする。こ

れらは過去のデータに基づく不動産経費率（3.7.3.2「不動産経費率」参照）と

同一の指針に従って計算しなくてはならない。

FM.5 予想不動産経費率については、その計算に用いた推測の開示を伴うものとする。

FM.6 予想不動産経費率は、1年間の平均INREV総資産価値と平均INREV NAVに基づい

て提供するものとする。

3.7.3.2「不動産経費率」は、予想不動産経費率の算出・表示・更新の方法に関する追加ガイ

ダンスを提供するものである。

利回り圧縮率

ファンド商品の重要な特徴の1つは、利回りの「漏出」である。これは総内部収益率と純内

部収益率の差、つまりファンドレベルの手数料を差し引く前の不動産ポートフォリオの絶

対内部収益率と、ファンドレベルの手数料を差し引いた後の不動産ポートフォリオのレバ

レッジド内部収益率との差である。

ファンドの総「漏出」額を見積もるには、一定期間における費用総額の影響を示す利回り

圧縮率を使うことができる。利回り圧縮率とは、成長率、手数料・費用レベル、保有期間

の想定に基づいた予測である。

FM.7 利回り圧縮率は、ファンドの総内部収益率と純内部収益率の差（予想値）を示

すものとして、ファンドの書類で提供するものとする。

FM.8 利回り圧縮率は、以下の要素を用いた内部予想に基づくものとする。	

–	ファンドの目標総内部収益率である成長率

–		各年について想定する予想不動産経費率（純資産価値に基づく）

–	ファンドの運用期間における保有期間（無期限ファンドの場合は7年間）

–		ファンドの内部収益率に応じて計算されるべき成功報酬（可能な場合は、ハー

ドルレートなど、単純化したシナリオにおいて影響を及ぼすストラクチャーに

も応じて計算）

–	初期費用、引受費用等

–		ファンドの内部収益率を下げる法人税については、意図した構造に基づく法人

税額を推定（不動産経費率では把握できなかった場合に限る。3.7.3.2「不動産

経費率」参照）	

–		初期投資を100とする（この数値は最終的な利回り圧縮率に影響を及ぼさな

い）。

FM.9 利回り圧縮率の計算に使用した前提も共に示すものとする。

上記の事例については、アペンディックス5.9.2「利回り圧縮率」を参照のこと。

2.3.3.2

2.3.3.3 
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年次レポーティング

ファンドマネージャは財務諸表に加えて、主要な業績指標、ポートフォリオ分析、レバレ

ッジ、収益データなどをカバーした追加情報を毎年開示するものとする。ファンドのロー

ンチ時に、こうした開示の枠組みを定めなければならない。INREVでは業界基準として、フ

ァンドのレポーティング枠組みを構築する際に使用可能な、年次レポーティングの枠組み

を定めている。

INREVの年次開示要件については、3.7.4「年次レポーティングのガイドライン」を参照の

こと。

2.3.4
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書類作成

P. 16 ファンドの書類は明瞭かつ正確なものとし、特に以下の項目をカバーしなけれ

ばならない。

–	ファンドの商品設計	

–		コーポレートガバナンスの枠組み（セカンダリーマーケット取引の検討事項

を含む）

–	評価・レポーティングの枠組み

アペンディックス5.1「定義」において提案している定義は、非上場不動産業界全体で広く

採用されていると思われる重要項目について明瞭かつ正確な説明を提示することを意図し

ており、ファンドマネージャが書類を作成する際に一貫性をもって使用可能なものとし

た。

D.1 ファンドの書類は以下の事項及び検討事項を適宜カバーするものとする。

一般的な検討事項

–	標準的な用語の資料（アペンディックス5.1「定義」参照）

–	ファンドの書類の機密性

–	潜在的な投資家がデューディリジェンスにおいて使用可能なファンド書類

商品設計 財務の枠組み コーポレートガバナンス

–		法的形態と組織構造

–		投資戦略（レバレッ

ジ、出口戦略など）

–		投資プロセス

–		ファンドの運営と資産

運用活動

–		目標パフォーマンス	

（ファンドの利回り

とパフォーマンスの

測定）

–		成功報酬の詳細（ある

場合）

–	主要な条件

–		ファンドの財務諸表監

査済み及び未監査）の

作成のベースと頻度

–		主要なパフォーマンス

指標の定義

–		純資産価値の頻度	

–		ファンドの重要な資産

及び債務に関する評価

の規則、方法及び頻度

–		レポーティングに関す

る法規制

–		投資家に対する運用報

告のベースと頻度

–		－ガバナンスと統治の

枠組みの説明

2.4
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標準的なファンドの書類は、ファンドの形式、法的形態及び所在地に応じて、少なくとも

以下のもので構成される。

–	 パートナーシップ契約

–	 目論見書／募集書類

–	 運用規定

–	 引受同意書

–	 サービスプロバイダーとの契約

–	 資産運用契約

–	 定款

–	 社外役員の説明（氏名、経験、資格等）

–	 監査委員会、評価委員会など特別な委員会の規定

–	 投資家向け説明会（ロードショー）資料

–	 投資家向けサイドレター（2.2.3「サイドレター」参照）

目論見書の内容

ファンドの適切な文書作成を促進するために、INREVでは目論見書に関する最低限の掲載項

目を提案している。アペンディックス5.5.1「目論見書の構成に関する推奨（見出し）」を

参照のこと。	

投資評価に関する質問表 

この質問表は、ファンドの商品設計に関する情報を文書化し投資家に通知する方法につい

ての仕組みを提供するものである。アペンディックス5.6「投資評価に関する推奨質問表」

は、そうした通知を必要とするファンドや、プライマリー／セカンダリーマーケットでの

取引に際して投資家からそうした通知を請求されるファンドに関する基本情報をカバーし

ており、特定のファンドの投資機会を評価しようとする場合に使用可能なものだ

2.4.1

2.4.2 
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業務

イントロダクション

本章はファンドによる通常の運用期間における業務に関するガイドラインであり、コーポ

レートガバナンスの枠組みの継続的な維持（3.2「継続的コーポレートガバナンス」参照）

、及び年次評価と投資家へのレポーティングプロセス（3.7「財務レポーティング」参照）

に焦点を当てている。他の主要業務プロセス（以下に挙げるもの）についても本章で簡潔

に説明しているが、現状では詳細なガイドラインを掲載してはいない。

–	 引受とキャピタルコール（払い込み）（3.3「引受とキャピタルコール」参照）

–	 デットファイナンシング（3.4「デットファイナンシング」参照）

–	 取得（3.5「取得」参照）

–	 分配金と償還（3.6「分配金と償還」参照）

INREV商品データベース及びINREV指数へのデータの提供に関するガイドラインについては

3.8「INREVデータ配信」を参照のこと。

継続的コーポレートガバナンス

下記の枠組みは、ファンドの運用期間における業務についてマネージャ、社外役員、ガバ

ナンス担当者、投資家の役割と責任／行動規範を概説したものである。	

業務：役割と責任の概要*

マネージャ	 社外役員 投資家

法への準拠

(a)	ファンドが関連法令・規制に

準拠していることをファンド、社

外役員、投資家に対して保証・確

認する。

(b)	ファンド及び社外役員（必要

であれば投資家も）と定期的に会合

を開き、コンプライアンス事項につ

いて協議する。

関連法令・規制への準拠を監視する

仕組みと手順が効果的に機能してい

ることを確認する。

法令遵守、マネージャ及び社外役員

に関してファンドが提供するすべて

の情報を検討の上、潜在的なリスク

にしかるべき注意を払い、適切な場

合にはマネージャまたは社外役員に

対して質問を行う（準拠もしくは非

準拠に関する懸念など）。

規約への準拠

規約への準拠をモニターし、ファン

ドが規約に準拠していることをフ

ァンド、社外役員、投資家に対し

て確認する。

(a)	ファンド規約への準拠を監視

する仕組みと手順が効果的に機能し

ていることを確認する。

(b)	マネージャとの運用委託契約

が解除された場合、移行期における

手順を監視し、安定性を確保する。

法令遵守、マネージャ及び社外役員

に関してファンドが提供するすべて

の情報を検討の上、潜在的なリスク

にしかるべき注意を払い、適切な場

合にはマネージャまたは社外役員に

対して質問を行う（準拠もしくは非

準拠に関する懸念など）。	

*								ファンドの書類においてマネージャ、社外役員及び投資家の正確な役割と責任を定めなければならない。	

3

3.1

3.2
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業務：役割と責任の概要*

マネージャ	 社外役員 投資家

技能、善管注意、誠実義務

(a)	スタッフによる行動規範への

準拠を確保する。

(b)	スタッフ、外部顧問及びサー

ビスプロバイダーがファンドの利益

を最優先して行動するよう、必要な

コントロールを行う。

(c)	ファンドのリスクを識別し管

理する。

(a)	ファンドの行動に対する仕組

みとコントロールが効果的に機能し

ていることを確認する。

(b)	リスクの識別と管理を監視

する。

(c)	マネージャ、他の外部顧問及び

サービスプロバイダーと定期的に会

合を開く。マネージャが不在の場合

は、必要に応じ、適切な場合には投

資家と定期的に会合を開く。

(a)	マネージャが行った提案に対し

て、要請に応じ、誠実義務をもって

対応する。

(b)	リスクの識別と管理について、

社外役員を通じて、誠実義務をもっ

て評価と監視を行う。

(c)社外役員の業務を定期的に精査

し、その再任を定期的に承認する。

説明責任

投資家に対して説明責任能力を

示す。

(a)	投資家に対して説明責任を果

たす。

(b)	投資家に対するマネージャの

説明責任能力を確認する。

適切な場合、マネージャと社外役員

がファンドのパフォーマンスに対し

て説明責任を果たしていることを確

認する。

透明性：情報とレポート

(a)	ファンドが採択したINREVガイ

ドラインを遵守する。

(b)採択したINREVガイドラインに

従って作成・提出したすべての関

連情報とレポートを、ファンド、

社外役員及び投資家にタイムリー

に提供する。

マネージャは社外役員及び投資家か

ら提示された質問と問い合わせに対

して、タイムリーかつ透明性のある

方法で対応する。

戦略への継続的な準拠、目標の達

成、ファンドの進捗状況、及びファ

ンドのパフォーマンスを理解するた

めの関連情報を投資家が受領するこ

とを確認する。

ファンドが投資家の情報ニーズ

に適切に対応しているかどうか

をマネージャに通知し、ファン

ドの報告ができるだけ効果的に

管理されるように努める。

投資家のための行動

投資家のために行動する。 マネージャが投資家のために行動し

ていることを確認する。

社外役員またはマネージャが投

資家の最善の利益のために行動

していないと判断される場合、

その旨を社外役員及びマネージ

ャに通知する。

守秘義務

守秘義務に関する取り決めを

遵守する。

守秘義務に関する取り決めを遵

守する。

守秘義務に関する取り決めを遵

守する。

*								ファンドの書類においてマネージャ、社外役員及び投資家の正確な役割と責任を定めなければならない。	

	

上記の役割と責任／行動規範の根拠及び詳細な説明については、アペンディックス5.2
「INREVコーポレートガバナンス枠組みの根拠と詳細説明」を参照のこと。
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セカンダリーマーケット取引を行う際のコーポレートガバナンスに関する検討事項ついて

は、4.2.2「行動規範」を参照のこと。

CG.2 マネージャ、社外役員及び投資家はファンドの運用期間において、2.2「コーポ

レートガバナンス」に説明するコーポレートガバナンスの原則、及び上述の役

割と責任の枠組みに従わなければならない。

また、マネージャは年次報告書でファンドのコンプライアンス状況について報

告しなければならない。社外役員／ガバナンス担当者は年次報告書の作成に当

たり、この報告内容と根拠をレビューするものとする。	

INREVのコーポレートガバナンスの原則及び関連する枠組みへの準拠についての説明には、

アペンディックス5.7「INREVコーポレートガバナンス枠組みへの準拠に関する説明の例」

にて、標準的な構成を提案しているので参照されたい。そうした説明の内容としては、フ

ァンドがINREVのコーポレートガバナンスの原則にどの程度準拠しているかの評価結果と、

準拠していない分野の開示を含めるものとする。また、そうした説明の作成プロセスと根

拠についても述べなければならない。

	

引受とキャピタルコール

引受とキャピタルコール（払い込み）は、投資家が資金の提供を約束するプロセスであ

り、ファンドがその資金を引き出して活用する。この資金は、株式、債券、あるいは投資

家の資金に相当する他の金融商品による場合もある。このプロセスに関連する課題として

は、発行される投資口／株式の価格設定や、ファンドに関する情報へのアクセスなどがあ

る。	

デットファイナンシング

これはファンドが資金の借り入れを手配・管理するプロセスである（資金源は外部の場合

も内部の場合もある）。これに関連する課題としては、そうした資金の経理とレポーティ

ング、ファンドの規約への準拠、融資契約、ヘッジの手配などがある。

取得

これはファンドが資産を取得するプロセスであり、資産を直接購入するか、または資産を

保有する事業体を取得するという方法で行われる。

分配金と償還

これはファンドが実現利益やキャピタルゲインを分配するプロセスであり、例えば配当

金、資本の償還、あるいは債券もしくは投資家の資金に相当する他の金融商品の弁済とい

う形で行われる。このプロセスに関連する課題としては、分配可能なキャッシュフローの

計算、投資口の償還価格の決定などがある。

3.3

3.4

3.5

3.6
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財務レポーティング

投資家、マネージャ及び専門アドバイザーは、非上場不動産ファンドの財務レポートにお

いて、透明性と一貫性がある適切な情報を求めている。本セクションの重要なトピックス

として、まず不動産の年次評価の方法（3.7.1「不動産の評価」参照）と、不動産評価原則

（3.7.2「INREV NAV（INREVによる純資産計算基準）」参照）に基づくファンドの純資産

価値の算出方法に関する推奨を取り上げている。本セクションでは続いて、セクター全体

にわたって評価を行うための比較可能なパフォーマンスとして、各種の経費率を計算する

方法について述べる（3.7.3「INREV手数料基準」参照）。最後に、ベストプラクティスに

関する投資家への年次レポーティングの内容について触れる（3.7.4「年次レポーティング

のガイドライン」参照）。

3.7
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不動産の評価

不動産の評価に関するイントロダクションと原則については、2.3.1「不動産の評価」を参

照のこと。

不動産の評価に関するINREVガイドラインは次の通りである。

VAL.1 投資不動産に使用される評価方法は、不動産の市場価値の決定につながる。

VAL.2 物件の評価に関するレポーティングには、投資不動産、建設中の物件及び賃貸

土地の評価方法のほか、それに使用するデータや市場に関する想定が含まれる。

VAL.3 評価は1つの数字で表す。

VAL.4 不動産の価値（純資産価値）を決定する際には譲渡税や購入者の費用を差し引

く。

VAL.5 すべての不動産について、外部による物件評価を少なくとも年1回実施し、ファ

ンドのレポーティング頻度に合わせて、内部または外部による（デスクトップ

の）更新を行う。

VAL.6 外部の不動産鑑定士が査定した不動産評価からファンドマネージャが逸脱した

場合は、それを明確に説明・開示しなければならない。

VAL.7 ファンドマネージャは、毎年行う全面的評価の一部として、外部鑑定士による

実査を組み込まねばならない。

VAL.8 ファンドマネージャは、長期的な維持費及び／または土壌汚染費用の見込みな

ど、予想される費用について外部鑑定士自身に評価を実施させねばならない。

VAL.9 外部鑑定士は独立した鑑定士とする。外部鑑定士に他の業務を行わせ、それが

外部鑑定士の独立性を損なう可能性がある場合は、そうした業務について開示

するものとする。

VAL.10 外部鑑定士の再任について、少なくとも3年ごとに評価を行う。

VAL.11 国際評価基準（IVS）と国際会計基準（IFRS）に準拠することは、グッドプラク

ティスであると考えられる。

VAL.12 外部鑑定士の不動産評価手数料とその評価結果を関連させないことはグッドプ

ラクティスである。

アペンディックス5.3「不動産評価のベストプラクティス要件の事例と詳細情報」を参照の

こと。

INREV NAV（ INREVによる純資産計算基準）

INREV NAVの計算に関するイントロダクションと原則については、2.3.2「INREV 
NAV（INREVによる純資産計算基準）」を参照のこと。

このガイドラインは、より広い市場で一般的に問題となる事項に対して調整を加えるとい

う点で、会計原則から外れている。そのためこれらのベストプラクティス要件は、パフォ

ーマンス測定のみに目的を絞って使用されるものである。

INREV NAVの調整には、ファンドマネージャによる重要な判断を必要とする（繰延税金、

譲渡税など）。そのため開示も十分に行って、投資家がファンドマネージャの立場を理解

できるようにすることが重要である。

3.7.1 

3.7.2
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本ガイドラインに示されたベストプラクティス要件、開示や計算は、様々なGAAPに基づい

た財務諸表とも連動して使用することが可能である。ただし、調整後純資産価値に関する

INREVの原則及びベストプラクティス要件はIFRSの財務諸表に基づいているが、これは例証

を目的としたもので、必要な調整を行えば、他のGAAPに基づいた財務諸表にも等しく適用

可能であるよう意図されている

最初のイントロダクションで述べたように、INREV NAVに関連するベストプラクティス要

件は、例証を目的として、国際会計基準（IFRS）に基づいている。だがその原則は、必要

な項目の調整を適宜行えば、異なるGAAPに基づいて作成された財務諸表にも等しく適用可

能である（各国のGAAPとIFRSの潜在的な差異については、5.4.4「各国のGAAPと国際会計

基準の差異」のリストを参照のこと）。

NAV.1 オープンエンド型ファンドまたはクローズドエンド型ファンドの財務諸表にお

ける純資産価値は、以下の項目について調整するものとする。

–		投資不動産、自ら建設または開発した投資不動産、売却を目的とする不動

産、及びファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸される不動産の再

評価（適正価額へ）。

非上場不動産ファンドが、原価モデルに基づいて不動産及び／またはファイナ

ンス・リースを計算するというオプションを利用した場合の調整とは、当該不

動産及び／またはファイナンス・リースを適正価額に再評価することによる純

資産価値への影響を表す。

	

–		実現可能な譲渡税及び購入者の費用に関する最良推定値を反映することによ

る、不動産の適正価額の調整

この調整は、不動産を保有する企業の株式の売却を通して実現される価値に基

づき、譲渡税及び購入者の費用を売り手側において減額することができる場合

に、それが純資産価値に及ぼすプラスの影響を表す。

	

–		繰延税金負債及び資産の適正価額の測定

この調整は、想定した決算方法に基づいて計上される不動産または金融商品の

繰延税金が純資産価値に及ぼす影響を表す（つまり、キャピタルゲインまたは

引当金に対する税額控除を意図した税構造となっている場合、これを考慮に入

れる必要がある）。

–		設立費用の資産計上と償却

この調整は、設立費用の資産計上と償却（ファンドの運用期間の当初5年間）が

純資産価値に及ぼす影響を表す。

	

–		取得費用の資産計上と償却

この調整は、投資不動産の取得費用の資産計上と償却（当初5年間）が純資産価

値に及ぼす影響を表す。

	

–		契約手数料の認識

この調整は、契約手数料がまだ認識されていない場合に、ファンドの現在の純

資産価値に基づいて見込まれる契約手数料の繰延債務が純資産価値に及ぼす影

響を表す。
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NAV.1 –		固定金利債務の再評価（適正価額へ）

この調整は、適正価額に対する債務及び資金調達（借換え）費用について、貸

借対照表の日付における最初の測定の後に行われる測定の結果が純資産価値に

及ぼす影響を表す

–		各調整による税効果

この調整は、繰延税金の調整において、純資産価値に対する税金の影響がまだ

考慮されていない場合に、その影響を表す。

	

–		上記の各調整に対する少数株主持分の影響

この調整は、上記のすべての調整において少数株主持分を認識した場合に、そ

れが全体として純資産価値に及ぼす影響を表す（INREV NAVは少数株主持分を

含まない）。

NAV.2 オープンエンド型ファンド及びクローズドエンド型ファンドにおいてINREV 

NAVを計算する場合の調整も同様である。ただしクローズドエンド型ファンド

については、「不動産のパフォーマンス測定用INREV NAV」を算出するものと

する。

不動産のパフォーマンス測定用INREV NAVの算出には、（上記で計算した）

INREV NAVから以下の項目の影響を除外するという調整が必要になる。

–		ヘッジ目的で保有しているデリバティブ金融商品の適正価額の認識

–		固定金利債務の再評価（適正価額へ）

–		上記の各調整による税効果

–		上位の各調整における少数株主持分の影響

これらの調整は、クローズドエンド型ファンドについて、不動産のパフォーマ

ンスの測定に当たって、デリバティブ金融商品及び債務の適正価額の変化の影

響を除外することを目的としている。

NAV.3 以下は、貸借対照表の日付で不動産ポートフォリオ全体を理論上清算したとの

想定に基づいてINREV NAVを算出する場合に、考慮が必要となる追加調整であ

る。

–		処分費用

–		清算費用

上記の調整に関する詳細説明については、アペンディックス5.4「INREV NAVの詳細説明及

び詳細情報」を参照のこと。

INREV手数料基準

INREV手数料基準の計算に関するイントロダクションと原則については、2.3.3「INREV手数

料基準」を参照のこと。

ファンドが負担する運営費用を示すのが総経費率であるのに対し、不動産経費率は、総経

費率に含まれるファンドレベルの経費と、不動産に関する他の費用の双方を捕捉するもの

である。

3.7.3 
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総経費率（TER）

FM.10 過去のデータに基づく総経費率は、ファンドの年次報告書及び財務諸表におい

て毎年提示するものとする。

FM.11 過去のデータに基づく総経費率は、1年間の加重平均総資産価値と加重平均

INREV NAVに基づいて提供するものとする。

FM.12 予想総経費率（2.3.3.1「予想総経費率」参照）は毎年更新し、過去のデータに

基づく総経費率と共に、ファンドの年次報告書及び財務諸表に示すものとする。

総経費率とは通常、ファンドの年次報告書及び財務諸表で公表されたデータに基づいた、

過去の数値または「実際の」数値を示すものである。そのため新たにローンチしたファン

ドでは、過去のデータに基づく総経費率を提示することはできない。	

不動産経費率（REER）

FM.13 過去のデータに基づく不動産経費率は、ファンドの年次報告書及び財務諸表に

おいて毎年提示するものとする。

FM.14 過去のデータに基づく不動産経費率は、1年間の加重平均総資産価値と加重平均

INREV	NAVに基づいて提供するものとする。

FM.15 予想不動産経費率（2.3.3.2「予想不動産経費率」参照）は毎年更新し、過去の

データに基づく不動産経費率と共に、年次報告書及び財務諸表に示すものとす

る。

	

事例についてはアペンディックス5.9.1「総経費率、不動産経費率」を参照のこと。

利回り圧縮率（RRM）

	

FM.16 ファンドのローンチ時に算出した利回り圧縮率（2.3.3.3「利回り圧縮率」参

照）は、年次報告書で開示するものとする。

FM.17 利回り圧縮率（2.3.3.3「利回り圧縮率」参照）は毎年更新し、ファンドのロー

ンチ時に算出した利回り圧縮率とあわせて、年次報告書に示すものとする。

	

	

3.7.3.1

3.7.3.2

3.7.3.3
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その他の検討事項

純資産価値（NAV）と総資産価値（GAV）

INREV NAV（3.7.2「INREV NAV（INREVによる純資産計算基準）」参照）は、手数料の算

出の出発点として使用すべきものである。

「総資産価値」の一般的な定義はアペンディックス5.1「定義」に示している。手数料の算

出という目的では、定義に示した原則を尊重することが重要だが、その計算については簡

潔で透明性があり、財務諸表と容易に調整可能なものとすることも同様に重要である。こ

れにより、様々なファンドが計算した料率を比較することが可能になる。この理由によ

り、手数料の計算において使用される総資産価値は、INREV NAVから以下を除外して調整

したものと定義される。

–	 ファンドのレバレッジ（短期借入金と長期借入金）

–	 繰延税金資産と繰延税金債務

–	 金融商品の正味適正価額

純資産価値と総資産価値はいずれも、ファンドのレポーティングの頻度に基づいて加重平

均した数字として定義され、その計算に当たっては、少なくとも四半期ごとの純資産価値

と総資産価値が考慮される。ファンドが毎年または半年ごとにレポートする場合は、ファ

ンドマネージャはマネジメントアカウントを使って四半期ごとの純資産価値と総資産価値

を決定することができる。

手数料開示表

FM.18 運用手数料、総経費率、不動産経費率、及び成功報酬を示した開示表を提示す

るものとする。

	

アペンディックス5.9.3「INREV手数料開示表」を参照のこと。

手数料と経費の区分マトリックス

本ガイドラインの原則15は、「ファンド間で手数料率の比較可能性を確保するために、総

経費率と不動産経費率を算出する目的で、ファンドの手数料を一貫した方法で区分しなけ

ればならない」と述べている。これを進めるために、表に手数料と経費の区分の定義をま

とめたので参照されたい。この表がすべてをカバーしているわけではない可能性がある

が、その場合においても、「定義」欄に含まれる全体的な区分原則が適用されるものとす

る。その上で、手数料開示表の作成に当たって手数料／経費項目の各グループを使用する

こと。

3.7.3.4

3.7.3.5

3.7.3.6
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FM.19 INREV手数料基準の計算のために、以下の表に従って手数料及び経費を分類する

ものとする。

区分 定義 手数料と費用

管理費 ファンドマネージ

ャの運用業務に対

して支払われる

各種手数料。ただ

し、第三者による

業務でマネージャ

がファンドに請求

するものは除く。

–		マネージャに支払われる取得手数

料

–		資産運用手数料

–	コミットメントフィー

–		マネージャが請求するデッドディ

ール手数料（第三者サービスプロ

バイダー費用の請求分は除く）

–		マネージャに支払う借入アレンジ

メントフィー

–		マネージャに支払う売却手数　料

–		ファンド運営手数料

–		プロジェクトマネジメントフィ

ー／戦略的運用顧問料

–	不動産顧問料	

ファンド費用 ファンドの運営を

維持するために、

主としてファンド

レベルで発生する

費用

–	管理事務手数料

–	組成費用の償却

–	監査費用

–	銀行手数料

–	保管手数料

–		デッドディール費用（外部のサー

ビスプロバイダーがファンドに直

接請求する手数料）

–	登記手数料

–	役員費用／役員報酬

–	取扱手数料

–	弁護士費用（不動産関連以外）	

–	販売手数料

–	報酬

–	印刷／出版費

–	規制手数料／法定手数料

–		ファンドの運営と財務構造に関連

した税金

–	受託者手数料

–	不動産鑑定料

–	清算手数料

–	その他／雑費
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FM.19 INREV手数料基準の計算のために、以下の表に従って手数料及び経費を分類す

るものとする。

区分 定義 手数料と費用

不動産関連費用 特定不動産の取

得、運用または処

分に直接起因する

営業費用

–	取得費用の償却

–	不動産処分費用

–		デッドディール費用（資産計上で

きない売却用の特定不動産の物理

的準備に直接関連してファンドに

請求される手数料［まれである］

）

–	開発手数料	

–	賃貸費用・賃貸更新手数料

–	空室のマーケティング費用

–	損害保険

–	プロパティマネジメントフィー

–	手数料の不足分

–	人件費

–		取引に関連した固定資産税（ファ

ンドの純資産価値に既に含まれて

いる譲渡税などの税金を除く）

成功報酬 ファンドが達成し

た利回りの中から

ファンドマネージ

ャに支払う手数料

–	成功報酬

–	キャリード・インタレスト

控除 特定の手数料や使

用料で、総経費率

や不動産経費率の

計算に含まれない

もの

初期費用

–	設定手数料

–	引受手数料

金融収支

–	銀行／融資／当座貸越／負債利子

–		デットファイナンシング手数料／

デットファイナンス手数料の償却

–		為替差益・為替差損

–	証券取扱手数料

特定の税金

–		投資家に係る税金で、ファンドの

ストラクチャーとは無関係のもの

（源泉徴収税など）

–		不動産取引に係る税金（譲渡税

等）で、ファンドの評価の際に考

慮され、そのため純資産価値に組

み込まれているもの

その他の営業外損益

–		不動産／投資資産の売却損益

–	不動産評価の効果

–	のれん代の償却

上記のマトリックスに記載されている手数料及び経費の一般的な定義については、5.1「定

義」を参照のこと（上記の手数料項目で、当初のINREV基本定義の文書に記載されていない

ものに関する追加定義も含まれる）。
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年次レポーティングのガイドライン

P. 17 年次レポーティングは一貫性と透明性を備え、投資家に対して有意義な情報を

提供するものとする。

主要なパフォーマンス指標を用いる場合は、一貫性のある形で使用し、結果が比較可能な

ものとしなくてはならない。

以下に説明する年次レポーティングのガイドラインは、年次の財務諸表に適用することを

意図して作成したものであり、他の形式でのレポーティングへの適用を考えたものではな

い。一部のファンドマネージャは、投資家とのコミュニケーションにおいて四半期報告や

分配金通知など多くの開示が行われており、その多くは年次レポーティングに適用される

GAAP以上の内容を含んでいると指摘している。

以下のガイドラインは構成の都合上、一般情報、マネージャのレポート、不動産レポー

ト、財務レポート、鑑定士の報告、コーポレートガバナンス、財務諸表とマネジメントデ

ィスカッション（財務分析）・分析に分けられているが、年次報告書において当該情報を

開示すべき場所を指図する意図はなく、どこかに記載されていればよいものである。

情報の重複に対する懸念があることが確認されているが、年次の財務諸表以外の情報は、

必ずしもそれと同等の厳格な外部監査を受ける必要がないことも留意されている。この点

を考慮して、ファンドマネージャはそうした情報のチェックと提示に関する要件について

投資家と協議すべきである。

要は、重要もしくは意味のある項目のみを開示すべきということである。

一般情報

RG.1 ガバナンス、運用及び管理の詳細を示す（第三者の管理者、受託者、ジェネラ

ルパートナー、鑑定士など）。	

RG.2 ファンドの本籍地、法的形態、仕組み。

RG.3 コミットメントやディベストメントなどの、ファンドの投資段階（地域別及

び／またはセグメント別）

RG.4 ファンドに対する投資家の財務コミットメントの現状。

RG.5 重要事項の発生した年月日。

RG.6 ファンドの事務所に関する詳細情報。

RG.7 年度期間中及び年度末以降に発生した、ファンドに影響を与える重要事象の詳

細（表形式により明確化したもの）。

3.7.4

3.7.4.1
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マネージャによる報告

P. 18 マネージャのレポートには、ファンドの全体的なパフォーマンスを理解するた

めの関連情報と、将来のパフォーマンスに影響を与える可能性がある要因を含

めるものとする。

国際会計基準（IFRS）や各国のレポーティング基準では、取締役のレポートや財務レビュ

ーに含めるべき情報に要件を課す場合も課さない場合もある。通常、そうした要件は当該

地域の法令によって決定される。経営陣による財務レビューは、事業体の業績や財務ポジ

ションに関する主な特徴を説明するものである。一般的に、事業体が直面する主な懸念事

項については財務諸表以外の場所に記載され、またIFRSや各国のレポーティング基準の範

疇外とされている場合もある。しかし財務レビューを提示する場合には、バランスの取れ

た情報を掲載し、また財務諸表で行われる開示内容との一貫性を確保することがベストプ

ラクティスである。

主要な活動と事業レビュー

RG.8 当該年におけるファンドの主要な活動と、その子会社による事業及び重要な変

更。

RG.9 ファンドが直面する主なリスクと懸念事項の説明。

RG.10 当該年度におけるファンドの展開とパフォーマンス、及び年度末におけるファ

ンドのポジションの分析。

RG.11 業績に関する主要指数の提示と説明。

RG.12 新規の投資資産とその資産計上の開示。評価に大きな変更が加わった場合はそ

れも開示しなければならない。

RG.13 ファンドの投資不動産ポートフォリオの現状をセグメント別に説明（稼働率、

エリア別のテナントプロフィール、平均賃料、借主先付けの新規開発物件の割

合など）。	

RG.14 ファンドの戦略の変更。

RG.15 ファンドの経営陣及び／またはジェネラルパートナー／マネージャの重要な変

更。

RG.16 財務情報は、詳細な不動産レポート及び財務レポートと内容が合致したものと

する。

RG.17 業績に大幅な一時的影響を与えた事象を説明（例外的な中止によるコストや弁

護士費用の影響など）。

RG.18 すべての合弁事業からの収入を開示。

RG.19 不動産以外の投資からの収入を開示。

	

3.7.4.2
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RG.20 当該期間における重要な新規取得または売却に関する戦略を説明。

RG.21 セクター別及び地理別の不動産利回りを説明。

RG.22 環境や従業員に関する事項の分析。

RG.23 ファンドの戦略に関するハイレベルの要約を簡潔に提示。

RG.24 アペンディックス5.1「定義」に含まれていない定義やそれらとは異なる定義が

ある場合、マネージャはそれをすべて示さねばならない。

	

将来の展開

RG.25 ファンドの事業において起こり得る将来の展開を提示。

RG.26 ファンドの事業において起こり得る将来の展開を提示するとともに、そうした

展開がファンドの目的の達成に及ぼす影響という点に関連付けて説明する。

	

マクロ経済要因

RG.27 ファンドの業績に影響を及ぼした可能性のある、あるいは将来に影響を及ぼす

可能性があるマクロ経済要因について説明。特に、経済成長と、それが業界全

体としての新規賃貸需要や物件供給に与える影響、及び政府の課税構造の変更

や金利変動の影響を説明。

	

金融商品と戦略

RG.28 財務リスクの管理の目的とファンドの方針について説明（主な取引タイプ別の

ヘッジ方針やギアリングの方針など）。

RG.29 信用リスク、流動性リスク及びキャッシュフローリスクへのエクスポージャー

について説明。また開発が関わる場合には価格リスクについても検討。

リスクと機会

RG.30 ファンドに影響を与える主なリスクについて説明。これには次のようなものが

挙げられる。

–	為替リスク

–	金利リスク

–	債務者であるテナント

–	リースの満了期限

	

後発事象

RG.31 年度末以降に発生し、ファンドに影響を与えるすべての重要事象に関する詳細

情報。

3.7.4.2.2

3.7.4.2.3

3.7.4.2.4

3.7.4.2.5

3.7.4.2.6
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不動産レポート

本セクションは資産レベルのパフォーマンスに焦点を当てている。適切な場合には、前年

度の比較可能な情報を提示する必要がある。そうした情報は、ファンドのパフォーマンス

に関する説明よりも詳しいものとなる。

RG.32 不動産とその市場価格の概要。これはある程度までまとめて、例えばセグメン

ト、立地、用途などについて言及してもよい。

RG.33 不動産の再評価額の合計と、重要な物件を個別に開示。

RG.34 当年度と比較年度における保有物件について、それぞれの評価額と賃料収入の

変動に関する分析を提示。

RG.35 不動産売却損益を開示。

RG.36 賃料の上昇に関する説明を提示。

RG.37 賃貸契約の更新状況の開示（成約賃料の上昇に関する詳細情報を含む）。

RG.38 新規賃貸の動向と提供したインセンティブを説明。

RG.39 ポートフォリオの空室状況を空室率の計算根拠とともに開示。

RG.40 ポートフォリオの開発物件の重要性に応じ、当該活動について説明。

RG.41 開発戦略とパイプラインについて説明。

RG.42 当該年度において進行中の開発案件、投資に移行した案件、及び売却した物件

につき金額を定量化して提示。

RG.43 既存物件で進行中の工事（改修、増築、改良など）について説明。

RG.44 主要開発物件につき、費用と決定済みの支出を定量化して提示。

RG.45 当該ファンドが関係するセグメント別にポートフォリオを分類して提示。（セ

クター別、地域別等）

RG.46 推定賃料または実際の賃料収入に基づき、テナントの集中状況を開示。

RG.47 集中リスクの識別のため、居住者のタイプ別、業種別などによる賃料収入の分

析を提示。

RG.48 セクター別及び／または地域別による賃料収入の分析を提示。

RG.49 達成した平均利回りを開示（関連セグメント別）。

RG.50 重要な場合、サービス料の回収、債務の償却、未払賃料の見直し、及び空室率

に関する詳細情報を開示。

RG.51 評価額の変動につき、制度的な変動と市場利回りの変動による分析を提示。こ

れは一般的なキャップレート（利回り）の変動とマネージャによるキャップレ

ートの変動を区別することを目的とする。

	

3.7.4.3
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財務レポート

国際会計基準1号は企業に対し、財務諸表において経営陣によるレビューを盛り込むこと

で、その企業の財務業績と財務状態の主な特徴を説明するよう推奨している。法令で定め

られたもの以外の数値を開示する場合には、それが法令に定められた数値とは別のもので

あることを明示ししなければならない。また、それらに対応する、法令で定められた数値

を開示するとともに、両者間の調整を行わねばならない。

RG.52 営業利益、評価額の変動と売却資産の実現利益など、利益に関するすべての主

要要素を分析し説明しなければならない。

RG.53 保有持分当たりの分配金。

RG.54 INREV	NAVを採用した場合にそれを開示。実施した調整も示す（3.7.2「INREV	

NAV（INREVによる純資産計算基準）」参照）。

RG.55 ファンドの実績と純資産の分割配分（セクター別、地域別等）の詳細。

RG.56 当該年度に実施した新規借入の開示（その仕組み、担保も含める）。

RG.57 借入総額と前年度からの変動を説明。

RG.58 ファンドのギアリング方針を説明。

RG.59 ファンドの借入戦略を説明（資産を担保とした銀行融資への依存度、無担保債

券の発行、利用可能金融機関、借入におけるノンリコースローン比率など）。

RG.60 借入金の組み合わせの開示及び／または説明。

RG.61 ファンドの財務比率を説明（インタレストカバレッジレシオ、資産負債比率、

ファンドのこれらの比率目標への全体的な準拠など）。

RG.62 債務の返済期限と金利の状況を説明（債務の加重平均期間、加重平均金利、固

定金利・変動金利比率、借入期間の満了に対するファンドとしての措置など）。

RG.63 金融派生商品の適正価額、前年比変動、変動の理由、及び1株当たり純資産に与

える影響を説明。

RG.64 為替エクスポージャーを説明（為替エクスポージャーの金額と発生理由など）

。為替契約、クロスカレンシー金利スワップ、同一通貨建てによる資産と債務

のマッチングなどを通じて、ファンドがこのエクスポージャーに如何に対応す

るかを説明。

RG.65 金利商品の概要（元金、スワップ比率、返済期限［1年以内、1年以上5年未

満、5年以上等］を示す表など）。

RG.66 ギアリングの目標と実際の状況に関する詳細情報。

RG.67 過去5年間の（または設立以来の）ファンドの実績。

RG.68 実績を示す詳細な図表。

RG.69 ファンドの実績と関連指標との比較。

RG.70 INREV手数料基準を採用した場合、3.7.3「INREV手数料基準」に基づく項目と数

値。

RG.71 金利及び債務レベルの変動による正味支払利息の変動を開示。

	

3.7.4.4
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INREVでは毎年指標を発表しているが、それは現時点ではベンチマークの適切なツールとし

て認知されるには至っていない。しかし、INREVでは指標の整備をさらに進める意向であ

り、やがてはそれがベストプラクティス要件に移行するものと考えている。

鑑定人による報告

RG.72 独立した外部の鑑定人が評価した不動産の割合を、当該鑑定人の名称、資格、

評価実施日とともに開示するものとする。

VAL.2 不動産の評価に関するレポーティングには、投資不動産、建設中の物件及び賃

貸土地の評価方法のほか、それに使用するデータや市場に関する想定が含まれ

る。

コーポレートガバナンス

3.1「継続的コーポレートガバナンス」を参照のこと。	

財務諸表とマネジメントディスカッション及び分析

RG.74 投資家に対して、財務諸表の要約や簡易版ではなく、GAAPに基づく完全な財務

諸表を提供しなくてはならない。これらには以下のものが含まれる。

–	貸借対照表

–	損益計算書

–	持分変動計算書

–	キャッシュフロー計算書

–	財務諸表の注記

RG.75 パフォーマンス基準を達成した場合のキャリード・インタレスト／成功報酬

で、ファンドが未払いのものは開示しなければならない。これらはキャッシュ

ベースで処理してはならない。

INREVデータ配信

P.19 ファンドマネージャは、業界データの分析やパフォーマンスの測定に関連し

て、INREVから要請があった情報を提供するものとする。

DB.1 ファンドドマネージャはINREVビークルデータベースに盛り込むべき最新のフ

ァンドデータを、四半期ごとの決算期末から6週間以内にINREVに提供するもの

とする。

DB.2 ファンドマネージャは、INREV指数に含めるためのファンドの財務実績データ

を、各暦年の年末から10週間以内に提供するものとする。

3.7.4.5

3.7.4.6

3.7.4.7 

3.8
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出口

イントロダクション

本章は、投資家の持分の譲渡、またはファンドの清算に関する活動をカバーすることを目

的としているが、現状で取り上げているのは、ファンドのポジションにおけるセカンダリ

ーマーケットへの展開に関する検討事項のみとなっている。INREVは現在、他の出口シナリ

オ（ファンドの清算など）における他領域における新たなガイダンスを検討している。

セカンダリーマーケット取引において流動性を促進するための原則については、2.2.5「セ

カンダリーマーケットに関する事項」を参照のこと。

セカンダリーマーケットのガイドライン

ファンドの運用期間中に、投資家がセカンダリーマーケットにおいてポジション取引を希

望する場合がある。以下のガイドラインは、これに関する権利と義務、及び2.4「書類作

成」で取り上げている機密保持要件に関する補完的ガイダンスをカバーしている。

権利と義務

マネージャの権利と義務

SM.4 マネージャは、マネージャによる持分の売却業務についての合理的な代理と保

証に関する合意、及びかかる業務に関して当事者間で合意した手数料に基づ

き、あらゆる妥当な努力を払い、持分の売却を希望する保有者と協力しなけれ

ばならない。

SM.5 マネージャは投資家に対して、4.2.3「情報の開示」に定める情報を含んだ報告

書を定期的に提出する義務を負うものとする。ファンドが少なくとも四半期ご

との外部評価を実施しない場合は、マネージャは鑑定人、売り手側保有者が指

名する財務顧問、及び／または潜在的な投資家が求める妥当な情報をすべて開

示する義務を負うものとする。その場合、かかる情報の利用を制限する機密保

持契約をすべての関係者が締結しなければならない。

SM.6 特定の妥当な状況下においては、マネージャが売却への同意を拒否するのは合

理的である。これには次のようなものが考えられる。

–	ファンドまたはその投資家に課税面で不利益をもたらす場合。

–	規制面でファンドに影響を与える場合。

–		提案された譲受人の財務力が不十分でコミットメントを実行できないか、十

分な保証金を提供する意思または能力を持たないとマネージャが判断した場

合。

–		譲受人がマネージャによるすべての妥当なマネーロンダリング禁止要件に従

わない場合。

–		提案された譲受人が「適格な保有者」の定義に該当しない場合。

4

4.1

4.2

4.2.1

4.2.1.1
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SM.7 マネージャが自身の見解として、書類または発表において不正確、不十分また

は誤解を招く情報もしくは規約上の義務の不履行につながる情報を認知した場

合、マネージャは売り手側保有者に対して、かかる問題を起こす文書または発

表の配布を中断し、及び／または内容を修正する発表を行うよう求めることが

できる。

SM.8 マネージャはセカンダリーマーケットにおいて取得可能なエクイティがあるこ

とを知ることになった場合、すべての保有者に対して、現実的に妥当な迅速さ

で助言しなくてはならない。ただし、マネージャは売手の詳細について開示す

る義務を負わない。

投資家の権利と義務

SM.9 適切な同意が得られた場合、既存の保有者は、既存の投資家（もしくはその顧

問）から紹介された潜在的な投資家に対して、4.2.3「情報の開示」に定める情

報を提供することができるものとする。この場合マネージャは、第三者による

いかなる申し立てからも免責されるものとする。ただし、投資家が作成する販

促用資料の検証に関して、マネージャが資料の開示において協力することを当

該既存の投資家が期待するのは妥当である。

SM.10 売り手側保有者は、マネージャまたはファンドが売却の要請に応える上で負担

する第三者の費用について、マネージャを補償するものとする。

SM.11 売り手側保有者は、販売資料に記載されているファンドの記述が事実と異なっ

ていることに起因して発生する費用について、マネージャとファンドに責任を

問わないものとする。

4.2.1.2
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行動規範

以下の枠組みは、セカンダリーマーケット取引を行う際のマネージャ、社外役員／ガバナ

ンス担当者、及び投資家の役割と責任／行動規範について概説している。

ファンドのローンチ段階における、セカンダリーマーケットに関するコーポレートガバナ

ンス検討事項については、2.2.2「コーポレートガバナンスの枠組み」を参照のこと。

セカンダリーマーケット：役割と責任の概要

マネージャ 社外役員 投資家（売り手側保有者に適用さ

れる）

セカンダリーマーケット取引

(a)	ファンドにおいてセカンダリ

ーマーケット取引を推進するため

にマネージャが提供する意向であ

るサービス、及びかかるサービス

の提供の料金について、全保有者

に通知する。

(b)	潜在的な投資家が妥当な範囲

でマネージャのスタッフにアクセス

することを許し、そのスタッフが

ファンドの戦略の説明と（適切な場

合に）不動産へのアクセスの手配を

行なう。既存の投資家による合意が

得られない限り、潜在的な投資家が

アクセスできる情報は既存の投資

家のそれを上回らないものとする。

(c)	売り手から要請があった場合、

潜在的な投資家が適格投資家とし

て認められないものかどうか助言

する。

(d)	標準的な機密保持契約を提供

するか、もしくは妥当な場合、売り

手側保有者が作成した機密保持契

約に加えるべきものを提供する。

かかる契約の条件決定に当たり、

マネージャは適切な行動を取るも

のとする。

(e)	マネーロンダリング禁止要件

に関する声明を支持する。

(f)	潜在的な投資家に関して提供さ

れたすべての情報を機密情報として

取り扱い、法で求められた場合を

除き、同意なしに第三者に対して

かかる情報を開示してはならない。

(g)	すべての有効な書類を受領

後、保有者の登録が遅延なく更新さ

れるよう、あらゆる適切な措置を講

じるものとする。	

セカンダリーマーケット取引に関す

るマネージャの行動を監視し、その

行動が法律及びファンドの規約に適

合していることを確認する。

(a)	ファンドに対する持分またはそ

の一部を売却する意向をマネージャ

に通知する。

(b)	ファンドに対する持分の売却活

動を開始する前に規約を見直し、そ

の権利と義務を完全に理解している

ことを確認する。

(c)	潜在的な投資家の適格性につ

き、早期にマネージャと協議する。

(d)	売却を意図する管轄区域にお

いて売却に課される制限を十分に調

査する。

(e)	募集代理人として行動するよう

委任した顧問に対し、売り手側保有

者が持分の売却を意図する国におい

て、代理人として行動するための適

切な権限を確保する。

(f)	持分の売却に使用される販売資

料、及びかかる資料の配布が、フ

ァンドの規約ならびにすべての関

連規制要件に合致していることを確

認する。

(g)	ファンドの規約に規定される「

適格投資家」に対する持分の売却を

制限するためのあらゆる妥当な措置

を講じる。

(h)	売り手側保有者は、販売に関す

る公告において、自身が保有者とい

う立場で発言しているのであって、

その発言はマネージャや他の保有者

の見解や意見を必ずしも反映してい

ないことを明確にする必要がある。

		

4.2.2
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上記の役割と責任の論拠ならびに詳細な説明については、アペンディックス5.2「INREVコ

ーポレートガバナンスの枠組みの論拠と詳細」を参照のこと。

情報の開示 

P.20 一般原則として、潜在的な新規投資家は機密保持契約を締結することを条件に、

また既存の投資家の合意の上に、ファンドの規約、活動及びパフォーマンスに

関して既存投資家が手にすることのできる情報と同一の情報にアクセスできる

ものとする。同意が得られれば追加情報を提供することができるが、そうした

情報は本ガイドラインでは必須とされていない。

ファンドの商品設計、パフォーマンス、見通しについて(2.4「書類作成」参照）、潜在的な

投資家に提供する情報は、少なくとも年次レポーティング要件（3.7.4「年次レポーティン

グのガイドライン」参照）に従ったものでなければならない。

追加情報には次のものが含まれる（ただし必須の要件ではない）

–	 	投資家の登録（投資家数、上位の投資家、マネージャまたは外部の投資家が管理する投

資家など）

–	 投資口の発行／償還の開示（通常、ファンドの財務諸表の中で開示される）

–	 	本ガイドラインで必須とされていない、追加の財務情報の開示、不動産ポートフォリオ

の詳細、評価に関する情報

追加情報については機密保持契約を締結することが妥当な場合がある。マネージャは、第

三者への開示によってファンド及びその投資家全員の利益が損なわれる可能性があると判

断される場合に、かかる詳細情報へのアクセスを制限する権利を付与されなければならな

い。	

4.2.3
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本文書を通じて言及されているアペンディックスは、INREVのウェブサイト

(www.inrev.org)の「業界ガイドライン」にて閲覧／ダウンロードすることができる。
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