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ANREVは、非上場不動産投資家のためのアジア協会であり、アジアの非上場不

動産ファンドに属する機関投資家が加入する非営利団体です。ANREVの目的は、

ANREVの戦略をリードする投資家にプラットフォーム(基盤)を提供すること

です。ANREVのアジェンダは機関投資家を中心に会員がリードし、市場情報、

専門性、先進事例を活用して透明性およびアクセス性を改善することに焦点を

当てており、ファンド運用会社、投資銀行、諮問会社がアジアの非上場不動産

ファンド市場の様々な課題解決をサポートしています。現在、ANREVには17

カ国から186の会社が加入しています。 
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1. イントロダクション 

1.1. 目的 

 

INREVガイドラインは、以下を目的とする。 

 

- 非上場不動産セクターにおいて、要件とベストプラクティスを確立し、マネジャーによる実践

を支援すること。 

- 非上場不動産ビークル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、

信頼性が高く、異なる投資間および異なる期間における比較が可能な情報を提供すること。 

 

上記の目的は、欧州の非上場不動産業界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。 

1.2. INREVガイドラインの全体構成 

 

INREVガイドラインは、以下の7つのモジュールに分かれている。 

 

モジュール1 – コーポレートガバナンス 

モジュール2 – 報告 

モジュール3 – 不動産評価 

モジュール4 – INREV NAV（INREVによる純資産計算基準） 

モジュール5 – 手数料・費用測定基準 

モジュール6 – 流動性 

モジュール7 – INREVデータデリバリー 

 

各モジュールは、イントロダクション、原則およびガイドライン（これは、ベストプラクティス

または要件のいずれかである）で構成される。一部のモジュールには、そのモジュールに関連し

たツールと事例および／またはQ&Aが含まれている。用語の説明は下記のとおり。 

 

原則 原則は、要件やベストプラクティスのベースとなる。 

  

ベストプラクティス ベストプラクティスはINREVによって策定されたもので、これにより投

資家やマネジャーは、ビークル商品を設計し、かつ業界のベストプラクテ

ィスに適合すると同時に特定のニーズに関連した効果的なコーポレート

ガバナンスの枠組みを策定・実施することが可能になる。マネジャーは、

そのようなベストプラクティスの枠組みに照らして自己評価を行い、その
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採用状況を投資家に開示するものとする。 

  

要件 要件は性質上、より技術的なものであり、準拠レベルはINREVコンプラ

イアンスチェックリストを用いて評価することができる。各モジュールに

ついてすべての要件が完全に実施された場合、マネジャーはそのモジュー

ルに完全に準拠していることを開示することができる。特定のモジュール

の要件を完全に満たしていない場合、マネジャーはそのモジュールに部分

的に準拠していることを開示するとともに、完全に準拠していない理由を

説明し、投資家の理解を得るために追加情報を提供するものとする。 

 

ツールと事例は、ガイドラインを採用する際の手助けとして使用されるものである。ツールと事

例はガイドラインの一部や、コンプライアンスの枠組みの一部を構成するものではない。 

 

ツール ツールは、市場参加者が特定の状況を評価し、かつINREVガイドライン

や基準に効果的に準拠することをサポートする。 

  

事例 事例は、市場参加者が特定の基準を説明する際に模範とすべきものであ

る。 

 

モジュールに加えて、投資家やマネジャーがINREVのベストプラクティスの適正な採用レベルを

一致させ、モジュールごとにINREV要件の遵守レベルを決定できるようにするため、モジュール

型のコンプライアンスの枠組みも提供している。 

 

INREVは、非上場不動産業界内で用語が普遍的に使用されるようにするため、定義（「INREV定

義」）を提案している。 

 

INREVは、特に非上場不動産ファンド、ファンド・オブ・ファンズ、デットファンド、合弁事業、

セパレートアカウントおよびクラブディールに焦点を当てながら、不動産投資向けの広範な非上

場商品をカバーするため、その権限を拡大した。 

 

INREVガイドライン2014は総じて、広範な非上場ビークルを対象にしたものである。大部分の原

則は、異なるタイプの非上場不動産ビークルに適用可能であるが、その実施方法はそれぞれ異な

ることがある。そのため、ビークルに特化したガイドラインが必要となることが考えられる。 

 

オンラインのINREVガイドラインは、フィルター機能を提供している。特定のビークルの特性を

選択した後、カスタマイズされたガイドライン、ツール、事例が提示される。既存のガイドライ

ンの多くは、非上場不動産ビークルを念頭に置いて策定されたものである。必要に応じて、INREV

は今後、特定の投資ビークルに適用可能な追加のガイダンスを策定する予定である。 
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2. 最新の更新状況 

 

本セクションには過去18か月におけるINREVガイドラインの更新情報が含まれ、改訂されたモジ

ュールの実施に関するガイダンスが掲載されている。最新の更新状況は下表の最上段に示されて

いる。 

 

発効日および推移 

 

マネジャーは下記の日程を目安にINREVガイドライン2014を実施するものとする。 

 

更新状況 ガイドライン 実施日 

2014年4月 コーポレートガバナンス 2014年7月1日から 

2014年4月 報告 既存ビークルおよび2014年5月1日以降にローンチされ

たビークルについては、2014年1月1日以降に始まる年度

に対して適用される。2014年中間報告ガイドラインは

2014年第3四半期から適用される。 

2014年4月 不動産評価 既存ビークルおよび2014年5月1日以降にローンチされ

たビークルについては、2014年1月1日以降に始まる年度

に対して適用される。中間報告については、2014年評価

ガイドラインは2014年第3四半期から適用される。 

2014年4月 INREV NAV 既存ビークルおよび2014年5月1日以降にローンチされ

たビークルについては、2014年1月1日以降に始まる年度

に対して適用される。INREV NAVがすでに2014年第1四

半期に提供されている場合は、改訂されたINREV NAVガ

イドラインが2014年第2四半期から適用される。いずれ

の場合も、2014年第2四半期末に算出されたINREV NAV

は2014年1月1日以降にINREVガイドライン2014が適用

されたことを想定している。 

2014年4月 手数料・費用測定基準 既存ビークルおよび2014年5月1日以降にローンチされ

たビークルについては、2014年1月1日以降に始まる年度

に対して適用される。2014年第1四半期について手数

料・費用測定基準が算出された場合、改訂された手数料・

費用測定基準は2014年第2四半期から適用される。 

2014年4月 流動性 2014年7月1日以降にローンチされたすべてのビークル。 

2014年4月 INREVデータデリバリー 2014年7月1日以降にINREVに提供されたすべてのデー

タ。 
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マネジャーはINREVガイドライン2014を採用した影響を説明するものとする。 

 

コーポレートガバナンス 

 

コーポレートガバナンスモジュールはINREVガイドラインの見直しおよびライフサイクルアプロ

ーチの停止によって最も大きな影響を受けている。基本的な原則はこれまでのINREVガイドライ

ンと同様である。ガイドラインへの変更には主にマネジャーを対象とするベストプラクティスの

追加がある。これらの改善は次の事項に対処する。 

 

- 規約への準拠の確認 

- マネジャーとの運用委託契約の解除 

- 持分の発行と償還の仕組み 

- マネジャー自身の運営における内部統制の実施 

 

このほか、コーポレートガバナンスモジュールには以下が含まれている。 

 

- 投資家、マネジャー、社外役員を対象とする、リスクマネジメント活動に関する詳細なベスト

プラクティス 

- クラブディール、ジョイントベンチャー、オープンエンド型ビークル、クローズドエンド型ビ

ークルについての追加ガイダンス 

 

既存のコーポレートガバナンスの自己評価ツールは今やINREVガイドラインの重要な要素として

組み込まれている。というのも、この自己評価ツールは、投資家、マネジャー、社外役員に対し

て、要件およびベストプラクティスの実施に関するさらなる手がかりを提供するからである。 

 

コーポレートガバナンス要件およびベストプラクティスはオルタナティブ投資ファンド運用会社

規制（AIFMD）の要件とは衝突しない。AIFMDの遵守が求められるベストプラクティスの実施に

おいてマネジャーをサポートするために、ベストプラクティスに追加ガイダンスが組み込まれた。 

 

報告 

 

既存のベストプラクティス調査に基づき、投資家報告書の構成および内容をよりよく示すために、

報告要件が明確化され、再編された。便宜上、報告要件は次のセクションに分類されている。 

 

- 報告の枠組みに関するファンドの資料 

- 報告の内容と頻度 

- ビークルの一般情報、組織およびガバナンス 
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- 資本構造およびビークルレベルのリターン 

- マネジャーの報告 

- 不動産レポート 

- 財務／ファイナンス・リスク管理 

- その他の開示要件 

 

以前の報告要件に対する主な変更点は下記のとおり。 

 

- 報告モジュールには、中間報告要件が含まれている。 

- 標準データデリバリーシート（SDDS）に盛り込まれているビークルの重要業績評価指標（KPI）

は現在、報告の枠組みの一部を構成している。 

- 中間報告要件および年次報告要件は、ビークルのKPIに関する説明、コメント、分析を投資家

に提供する必要性を強調している。 

- AIFMDなどの規制要件や投資家報告書の最新動向との整合性が図られた。 

 

不動産評価 

 

不動産評価要件は更新され、以下の変更が含まれている。 

 

- 不動産評価を実施する上で適切な専門的資格と能力を有する外部鑑定人が特に必要とされて

いる。 

- 要件は、鑑定人が提示する評価のレビュー／承認プロセスを経営陣が実施する必要性を強調し

ている。 

- 会社清算や解散により、時価に影響がある場合、状況に応じて、評価に関する追加ガイダンス

が含まれている。 

 

INREV NAV（INREVによる純資産計算基準） 

 

INREV NAVの算出要件についてユーザーの理解を深めるためにINREV NAVガイドラインの文言

を大幅に変更した。 

 

このほか、INREV NAVの方法論に以下の変更が加えられた。 

 

- 以下の趣旨で、現在、マネジャーは純資産価値を調整することを求められている。 

 

- 特定の条件を満たしたネガティブエクイティ（ノンリコース）を有する子会社のため。 

- 他の不動産投資の適正価額を測定するため。 

- 第三者のための建設契約の適正価額を測定するため。 
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- 処分費用の発生時期が明確化された。 

- 株主融資およびハイブリッド資本調達手段（転換社債を含む）の再区分効果に関する既存の

Q&A、および連結されていない間接投資の適正価額への再評価が要件に統合された。 

 

オープンエンド型ビークルとクローズドエンド型ビークルの双方について純資産価値の区別が取

り除かれた。 

 

INREVガイドラインには現在、INREV NAVの測定に用いる想定のさらに詳細な開示要件が含まれ

ている。 

 

手数料・費用測定基準 

 

手数料・費用測定基準要件はこれまでのガイドラインから若干修正され、次のように更新された。 

 

- 現在、手数料・費用測定基準は受取人の特定よりもコストの性質に従っている。 

- 開示要件はより詳細になっている（特に、各種行動をカバーするために単一手数料が請求され

る場合）。 

- 利回り圧縮率を毎年計算して開示する要件は削除された。 

- 不動産ビークルが負担する費用をよりよく反映するため、経営、ビークル、不動産および金融

費用／控除費用の間のコスト配分が明確化された。 

 

流動性 

 

従来の出口ガイドラインと同様に、流動性モジュールはセカンダリーマーケット取引における権

利と義務に関するベストプラクティスを提供している。この件に関するベストプラクティスは

INREVガイドライン2008と同様である。 

 

ただし、ビークルの持分の発行や償還、特にその内容や価格設定メカニズムの詳細に関する投資

家に対する透明性に関して、流動性のベストプラクティスは大幅に更新された。さらに流動性ガ

イドラインには現在、ビークルの解散やビークルの存続期間の延長についてマネジャーが採用す

べき詳細な要件やベストプラクティスが盛り込まれている。 
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3. INREV ガイドラインの採用およびコンプライアンスの枠組み 

 

INREVガイドラインは機関投資家を対象とする非上場不動産ビークル向けに作成したものである。

非上場ビークルによって大きく異なる可能性があるため、INREVは、モジュールアプローチを提

供し、投資家やマネジャーが、INREVのベストプラクティスの採用レベルを一致させ、モジュー

ルごとにINREV要件の遵守レベルを決定するよう導いている。 

 

コーポレートガバナンス、流動性および評価について開発されたINREVのベストプラクティスの

枠組みは、本質的に定性的なものであり、各ビークルの採用方法は異なる。INREVの目的は、投

資家に対し、特定の非上場ビークルについて、コーポレートガバナンス、流動性および評価の枠

組みの明瞭かつ正確な説明を確実に提供することである。マネジャーによるコーポレートガバナ

ンスに関連する定性的な評価を支援するため、コーポレートガバナンスモジュールに関する自己

評価質問表を作成した。 

 

ベストプラクティスとは対照的に、INREV NAV、報告、手数料・費用測定基準、INREVデータデ

リバリーを取り扱うモジュールのINREVの要件は、本質的により専門的な内容となっている。こ

れらの要件について異なる解釈の余地はなく、要件に従うか否かのいずれか一方になる。さらに、

報告および手数料・費用モジュールにおいては、INREVガイドラインの一部は要件というより

も推奨となっている。INREVは会員にこれらの推奨に従うよう奨励しているが、INREV報告モジ

ュールへの完全準拠を義務付けるものではない。 

 

準拠レベルは、INREVコンプライアンスチェックリストを用いて評価することができる。オンラ

インのINREVガイドラインはフィルター機能を提供している。特定のビークルの特性を選択した

後、INREVコンプライアンスチェックリストは、該当する推奨の概要を提供するとともに、ガイ

ドラインに準拠するために従うべきすべての要件を含める形でカスタマイズされる。各モジュー

ルについてすべての要件が完全に実施された場合、マネジャーはそのモジュールに完全に準拠し

ていることを開示することができる。モジュールの要件を完全に満たしていない場合には、マネ

ジャーはファンドがINREVガイドラインのモジュールに準拠していないことを開示し、準拠して

いない理由を明らかにし、投資家の理解を得るために追加情報を提供するものとする。 
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いずれの場合も、マネジャーは投資家にベストプラクティスの採用状況とINREV要件の遵守レベ

ルについて明瞭かつ正確な情報を伝えるものとする。ファンドの資料には、モジュールごとに、

ビークルがどの程度INREVガイドラインに準拠することを目指しているかを記述するものとする。 

 

ベストプラクティスの完全な採用および要件の遵守は、多岐にわたる機関投資家を対象とする「コ

ア」戦略に最も近いビークルについて関連性が最も高くなる可能性がある。 

 

INREVガイドラインの採用レベルおよび準拠レベルはビークルのローンチプロセスにおいて議論

されるべき事項である。INREVは各ビークルのベストプラクティスの採用状況や要件の遵守レベ

ルについていかなる保証も行わない。 

 

個々のビークルに適用される法的枠組みは、INREVガイドラインへの準拠の要素に関する第三者

の保証を必要とする場合がある。一例として、ファンドの法的純資産価値がINREV NAVである場

合が挙げられる。投資家およびマネジャーがローンチプロセスの一環として、そのような保証の

性質について協議・合意することが推奨される。 

 

INREVの採用およびコンプライアンスの枠組みの概要を以下に示す。この枠組みには、ガイドラ

インを適用する際の助けとなるツールへの言及が含まれている。 
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ベストプラクティスのモジュール 

INREV 

モジュール 

コンプライアンス

の目的 

自己評価プロセス 開示 監督および保証 

1. コーポレート

ガバナンス 

マネジャーおよび

投資家は、特定の

ビークルについて

監督の枠組みを策

定・実行する際に、

INREVのコーポ

レートガバナンス

のベストプラクテ

ィスを参照し、採

用を検討するもの

とする。 

マネジャーはコー

ポレートガバナン

スの自己評価ツー

ルを用いて、

INREVベストプラ

クティスの採用レ

ベルを評価するも

のとする。 

マネジャーは年

次報告およびフ

ァンドの資料の

中で、コーポレー

トガバナンスの

実施状況および

INREVベストプ

ラクティスの採

用レベルを説明

するものとする。 

経営陣および社

外役員は、コーポ

レートガバナン

スの枠組みの説

明の適切性をレ

ビューするもの

とする。 

3. 不動産評価 マネジャーは不動

産ポートフォリオ

の適正価額を決定

し、投資家への必

要な開示を用意す

る際に、評価のベ

ストプラクティス

に従うものとす

る。 

マネジャーは

INREV不動産評価

ベストプラクティ

スの採用レベルを

評価するものとす

る。 

マネジャーは年

次報告およびフ

ァンドの資料の

中で、不動産評価

方針および、

INREV評価のベ

ストプラクティ

スの採用レベル

を説明するもの

とする。 

経営陣および社

外役員は投資家

への開示の根拠

と適切性をレビ

ューし、不動産評

価のベストプラ

クティスの採用

レベルを簡潔に

提示するものと

する。 

6. 流動性 マネジャーは非上

場ビークル商品を

設計する際に、

INREVの流動性

ベストプラクティ

スを参照し、その

採用を検討するも

のとする。 

マネジャーは関連

する自己評価質問

表を用いて、

INREVの流動性ベ

ストプラクティス

の採用レベルを評

価するものとす

る。 

マネジャーは年

次報告およびフ

ァンドの資料の

中で、流動性方針

およびINREVベ

ストプラクティ

スの採用レベル

を説明するもの

とする。 

経営陣および社

外役員は投資家

への開示の根拠

と適切性をレビ

ューし、流動性ベ

ストプラクティ

スの採用レベル

を簡潔に提示す

るものとする。 
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コンプライアンスの枠組み 

INREV 

モジュール 

コンプライアンス

の目的 

自己評価プロセス 開示 監督および保証 

2. 報告 マネジャーは年次

報告または中間報

告の一部として、

関連するすべての

INREV報告要件

および推奨を投資

家に開示するもの

とする。 

マネジャーは

INREVのコンプラ

イアンスチェック

リストを用いて、

INREV要件および

推奨への準拠レベ

ルを評価するもの

とする。 

マネジャーは年

次報告および中

間報告に、該当す

るINREV報告要

件および推奨に

関するすべての

情報を盛り込む

ものとする。 

経営陣および社

外役員は投資家

向けのコンプラ

イアンス開示の

適切性をレビュ

ーし、報告要件の

準拠レベルを簡

潔に提示するも

のとする。 

監査人がINREV

報告要件および

推奨への準拠レ

ベルについて消

極的保証を付け

ることがある。 

4. INREV NAV マネジャーは

INREV要件に従

って、INREV NAV

を計算し、開示す

るものとする。 

マネジャーは

INREV NAVのコ

ンプライアンスチ

ェックリストを用

いて、INREV NAV

要件への準拠レベ

ルを評価するもの

とする。 

マネジャーは必

要な開示ととも

に、年次報告およ

び中間報告の中

にINREV NAVを

含めるものとす

る。ファンドの資

料には、要求され

る情報を盛り込

むものとする。 

経営陣および社

外役員は投資家

向への開示の根

拠と適切性をレ

ビューし、INREV 

NAV要件への準

拠レベルを簡潔

に提示するもの

とする。状況に応

じて、監査人が

INREV NAVおよ

び関連する開示

要件への準拠レ

ベルについて保

証または消極的

保証を付けるこ

とがある。 

5. 手数料・費用

測定基準 

マネジャーは手数

料・費用測定基準 

要件に従って、手

マネジャーは

INREVコンプライ

アンスチェックリ

マネジャーは年

次報告およびフ

ァンドの資料に、

経営陣および社

外役員は投資家

向けのコンプラ
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数料・費用測定基

準を計算し、開示

するものとする。 

ストを用いて、

INREV手数料・費

用測定基準要件へ

の準拠レベルを評

価するものとす

る。 

INREV手数料・

費用測定基準に

関連する情報を

盛り込むものと

する。 

イアンス開示の

適切性をレビュ

ーし、手数料・費

用測定基準要件

への準拠レベル

を簡潔に提示す

るものとする。監

査人が、手数料・

費用測定基準要

件への準拠レベ

ルについて消極

的保証を付ける

ことがある。 

7. INREVデータ

デリバリー 

マネジャーは

INREVデータデ

リバリー要件に従

って、INREVに情

報を提供するもの

とする。 

マネジャーは

INREVのコンプラ

イアンスチェック

リストを用いて、

INREVデータデリ

バリー要件への準

拠レベルを評価す

るものとする。 

マネジャーは

INREVデータデ

リバリー要件に

関連するすべて

の情報をINREV

に提供するもの

とする。 

経営陣および社

外役員はINREV

に開示する

INREVデータデ

リバリー要件へ

の準拠の根拠お

よび適切性をレ

ビューするもの

とする。 

 

 

 

 

 



INREV GUIDELINES 2014 

17 

 

3.1. ツールおよび事例 

 

3.1.1. コンプライアンス・デシジョンツリー 
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3.1.2. ツール - INREV のコンプライアンス・チェックリスト 

 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 

 

3.1.3. 事例 - INREV ガイドラインの採用レベルの報告書 

 

経営陣はビークルによるINREVのコーポレートガバナンス、評価および流動性の枠組みに関する

ベストプラクティスの採用・準拠状況を評価した。また、経営陣はINREVの報告、INREV NAV、

手数料・費用測定基準モジュールの準拠レベルを評価した。そのような自己評価の結果の概要を

以下に示す。 

 

INREV 

モジュール 

ガイドライン 採用または準拠レベル 

1 コーポレートガバナンス ファンドの資料には述べられていないが、INREVコー

ポレートガバナンスモジュールはマネジャーによって

検討されている。意図する枠組みはINREVコーポレー

トガバナンスのベストプラクティスに一部準拠してい

る。投資家は理由なくファンフォマネジャーと結んだ

契約を解除することができないと事実を除き、ベスト

プラクティスはすべて採用されている。ビークルは意

図するコーポレートガバナンスの枠組みに従って、会

計年度末に正式な評価を行っている。 

2 報告 ファンドの資料には詳しく述べられていないが、

INREVの報告モジュールはマネジャーによって検討さ

れている。マネジャーは、INREVの報告モジュール要

件を完全に遵守している。 

3 不動産評価 ファンドの資料に詳しく述べられているように、

INREVの評価の枠組みモジュールは検討されている。

マネジャーは、INREVの評価ベストプラクティスを完

全に採用する評価の枠組みを定義している。定義され

た評価の枠組みの現在の準拠レベルは、会計年度中に

正式に評価され、ビークルは意図する評価の枠組みに

完全に準拠していると判断された。 

4 INREV NAV マネジャーは、守秘義務のために繰延税金の適正価額

を決定するための想定が完全に開示されていないとい

う事実を除き、INREV NAVモジュールの全要件に準拠

している。 

5 手数料・費用測定基準 マネジャーはINREV手数料・費用測定基準モジュール
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の要件および推奨に完全に準拠していない。マネジャ

ーはビークルのローンチ時における予想不動産経費率

（REER）の計算や開示を行っていない。その他のすべ

ての要件と推奨に完全に準拠している。 

6 流動性 ファンドの書類に述べるように、INREVの流動性の枠

組みモジュールは検討されている。マネジャーは

INREVの流動性のベストプラクティスを完全に採用し

た流動性の枠組みを定義した。マネジャーは会計年度

末に、定義された流動性の枠組みに現在従っていると

正式に評価した。 

7 INREVデータデリバリー マネジャーはINREVデータデリバリーモジュールに準

拠している。 
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4. モジュール 1 - コーポレートガバナンス 

 

4.1. イントロダクション 

 

INREVの目的は、コーポレートガバナンスの原則を通じて機関投資家とともに、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ついて実践的で共有できる基準を確立することである。

本セクションでは、その原則の適用方法についてのガイダンスも定める。 

 

各投資ビークルの規約において、原則およびベストプラクティスが、ビークルの運営に関わる人

物によっていかに適用されるかを、できるだけ正確かつ完全に記載するとともに、ビークルや投

資家によるコンプライアンスについての拘束力のある契約上の義務を定めるものとする。異なる

管轄区域の現地の法律は法的効力を持たない原則に常に優先する。 

 

コーポレートガバナンスに関するこれらの原則およびベストプラクティスは包括的な枠組みを示

すものであり、広範な不動産ビークルに適用することができる。これらのガイドラインの中でマ

ネジャーは往々にして外部組織として言及されており、国内法またはオルタナティブ投資ファン

ド運用会社規制（AIFMD）の規制対象となる場合がある。時として、ビークルのマネジャーは内

部機能（内部運用ビークル等）となる場合がある。ビークルがオルタナティブ投資ファンドと見

なされる場合、AIFMDはオルタナティブ投資ファンドマネジャーの任命を義務付けている。オル

タナティブ投資ファンドマネジャーは、最低限、リスク管理およびポートフォリオ管理を行い、

会計、コンプライアンス、評価といった他の機能を実行しなければならない。 

 

AIFMDの特有のガバナンス要件とこれらのより原則に基づくガバナンスのベストプラクティスの

間に重複が存在するが、不一致点は存在しない。適切な場合、本書においてこれらの重複に言及

する。 

 

各不動産ビークルがAIFMDの範囲内にあることを評価することやビークルに適用される他の法的

要件を把握することは、それぞれの取締役会の責務である。不動産投資プラットフォームの機構

は大きく異なり、AIFMDの目的において「範囲内の」オルタナティブ投資ファンドまたは「範囲

外の」ビークル、基準値に満たないオルタナティブ投資ファンドおよび既得権のオルタナティブ

投資ファンド、単一投資家セパレートアカウントまたは合弁事業といった幅広い不動産ファンド

向けに設計されている場合がある。ファンドがAIFMDの範囲内である場合、オルタナティブ投資

ファンドマネジャーを任命しなければならない。ビークルの取締役会はオルタナティブ投資ファ

ンドマネジャーがAIFMDに従って義務付けられる運用機能を適切に実行していることを監督・監

視するものとする。 
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マネジャーと当該不動産ビークルの仕組みおよび関係とともに、不動産ビークルとの特定のサー

ビスプロバイダーの取り決め（外部鑑定人、預託機関、監査人、管理者等）も管轄区域や規制状

況に応じて異なる場合がある。マネジャーとともに、これらのサービスプロバイダーの関係の監

督は、不動産ビークルの取締役またはAIFMDに基づくオルタナティブ投資ファンドマネジャーの

もうひとつの責務である。 

 

ビークルがAIFMDの範囲内である場合、マネジャーは主要な機能を特定し、その一部が委託され

ている場合、そしてどのように委託されているか、文書化するものとする。これらの機能の概要

を以下に示す。 

 

- ポートフォリオマネジャー：ポートフォリオマネジャーはファンドの資料に従って投資プロセ

スを実行する。プロセスは投資アドバイザーの支援のもと、ターゲット投資を特定し、ポート

フォリオマネジャーに推奨するなど行うことができる。また投資委員会が存在する場合は、投

資委員会が様々な投資プロセスに関与することがある。ビークルがAIFMDの範囲内である場合、

ポートフォリオ運用はオルタナティブ投資ファンドマネジャーによって実行されなければな

らない。 

- リスクマネジャー：一般的にビークルのマネジャーはビークルのリスクプロファイルがビーク

ルの目的に合致するよう図り、定性的および定量的リスクの限界を設定し実行するものとする。

マネジャーはビークルの戦略に関連するあらゆるリスクを適切に特定・評価・管理・監視する

ために、十分なリスク管理システムを実行するものとする。ビークルがAIFMDの範囲内である

場合、リスク管理機能はオルタナティブ投資ファンドマネジャーによって実行されなければな

らない。 

- 内部監査機能：マネジャーの統治組織または監督機能は、コンプライアンス、内部監査、リス

ク管理に関する報告を定期的に書面により受けなければならない。とりわけ不足している場合

には、適切な是正措置が講じられているかどうかを示すものでなければならない。内部監査機

能はポートフォリオ運用機能から独立しているものとする。 

- コンプライアンスオフィサー：統治組織、上級経営陣、ならびに存在する場合にはマネジャー

の監督機能は、運用するビークルが法律上および契約上の義務を果たしていることを確実にす

る責任を負う。具体的には以下となる。 

- AIFMDに規定されている義務に従うように導入された方針、取り決め、手順の有効性を評

価し、定期的にレビューしなければならない。 

- いかなる不足にも対処するために適切な是正措置を講じなければならない。 

- 鑑定人：AIFMDでは一定の状況下においてオルタナティブ投資ファンドマネジャーによる評価

を認めているが、マネジャーの取締役会は外部鑑定人を任命するものとする。 

 

AIFMDに関連して、リスク管理プロセスに関するオルタナティブ投資ファンドマネジャーの統治

組織の特定の監督責任には以下のものが含まれる。 
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- オルタナティブ投資ファンドのリスクプロファイルがリスク制限と一致しないと判断される

場合、あるいはリスクプロファイルがこれらの制限と一致しなくなる重要なリスクが確認され

た場合に、恒常的なリスク管理機能からタイムリーに通知を受ける責任。 

- 恒常的なリスク管理機能から定期的な情報更新を受け取る責任。 

- 投資家に開示されたオルタナティブ投資ファンドのリスク制限およびリスクプロファイルの

一貫性およびこれらへの準拠を監督する責任。 

- リスク管理プロセスの妥当性および有効性を監視する責任。特に、実際のまたは予想される不

備がある場合に、適切な救済措置が講じられたか、または適切な救済措置が講じられるかを示

す。 

- リスク管理機能の機能上または階層上の分離をレビューする責任。 

 

外部運用されるオルタナティブ投資ファンドの簡潔な事例を以下に示す。 

 

 

 

 

要約すると、これらの機能の監督の主たる責任は（オルタナティブ投資ファンドの内部または外

部の）オルタナティブ投資ファンドマネジャーの任命および監督プロセスを通じて、オルタナテ

ィブ投資ファンドの取締役会が引き受ける。ただしオルタナティブ投資ファンドの取締役会はオ

ルタナティブ投資ファンドの監督責任に従ってそれに依拠するために、オルタナティブ投資ファ

ンドマネジャーの組織体制およびオルタナティブ投資ファンドマネジャーの法的義務の準拠方法

を理解しなければならない。 

 

これらのベストプラクティスはマネジャーによる責務および義務の履行を妨げないことが期待さ

れる。原則に基づくガイドラインとして、非上場不動産エクイティファンド、ファンド・オブ・

ファンズ、合弁事業、クラブディール、不動産デットファンド、オープンエンド型またはクロー



INREV GUIDELINES 2014 

24 

 

ズドエンド型、内部運用型または外部運用型など、異なる種類の不動産ビークルに適用すること

ができる。クラブディール、合弁事業、オープンエンド型ビークル、クローズドエンド型ビーク

ルの異なる状況下で、ベストプラクティスをどのように解釈すべきかを示した詳細な説明を提供

する。さらに以前に公表した自己評価ツールも追加ガイダンスとして盛り込んでいる。 

 

投資ビークルがこれらのベストプラクティスをどの程度採用するかを決定するのは投資家ととも

にマネジャーの役割である。INREVはマネジャーがビークルの設立時から一つの方針としてベス

トプラクティスを採用することを期待するものである。その後、マネジャーはビークルがベスト

プラクティスにどの程度準拠しているか評価するとともに、コンプライアンスについて報告を行

い、ベストプラクティスに準拠していない部分がある場合はその理由を説明するものとする。そ

れから機関投資家はビークルのコーポレートガバナンスについて独自の見解を定めることができ

る。これらのガイドラインは、マネジャー内のコーポレートガバナンスではなく、ビークル内の

コーポレートガバナンスに対処する。 

 

社外役員または投資家代理人の役割 

 

投資家は通常、直接的な関与（諮問委員会等）または投資家の利益を代表する独立した社外役員

を任命することによる間接的な関与を通じて、ビークルのガバナンスに関する特定の意思決定に

おいて一定の影響力または支配力の行使を望む。この役割は、本書の中では、一般に監督役会ま

たは監督委員会、あるいは諮問役会または諮問委員会における社外役員または投資家代理人の役

割として言及されている。 

 

社外役員または投資家代理人は全投資家の代表として様々な形態を通じて、集団として行動する

場合がある。これには完全に独立した経営委員会、諮問役会または諮問委員会あるいは監督役会

または監督委員会、一層制の取締役会における社外役員が含まれる。規模、具体的役割、任命方

法、任期は大きく異なる場合があるので、コーポレートガバナンスガイドラインにおいてそのよ

うな詳細を明確化することは提案されていない。 

 

大半のビークルにおいては、投資家代理人がこの役割を果たすのが一般的な慣習である。その場

合、これらの投資家代理人は、コーポレートガバナンスにおいて通常認識されているように完全

に独立しているとは見なされず、必ずしも全投資家を代表して行動するわけではない。 

 

他のビークルでは、優れたコーポレートガバナンスを達成するために、投資家の利益を代表する

適切な市場知識と経験を有する独立役員を投資家が任命するのが一般的な慣習である。そのよう

な独立役員は、任命を行った投資家および当該ビークルの双方に対して責任を負う。社外役員は、

投資家の数が多いため、諮問委員会においてすべての投資家を代表できない場合に最も大きな価

値をもたらす可能性がある。この場合、大多数の投資家によって少数の投資家の権利が剥奪され

るというリスクは低減する。 
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社外役員または投資家代理人は投資家の役割とマネジャーの役割との間にある役割を果たす。そ

の主たる役割は、事業計画と比較したビークルのパフォーマンス状況や規約を遵守しているかど

うかを監視し、投資家利益の保護を図ることである。 

 

社外役員または投資家代理人に伴う関連費用や潜在的な法的責任に照らして、そのような役員の

人数およびその完全な独立性は以下の事項に基づいて判断される。 

 

- マネジャーの身元と地位 

- ビークルの規模 

- 投資の複雑さと投資先 

- 投資家の数と成熟度 

 

大半の管轄区域において、ビークルの取締役（マネジャーの執行役員、独立社外役員またはその

他の投資家代理人）はビークルおよび全投資家に対して同等の受託者の義務を負い、その義務を

委任することはできない。しかしコーポレートガバナンスの観点から、取締役の行動はその観点

に応じて異なる場合があることが認められている。それゆえ、これらのベストプラクティスは、

投資家やマネジャーとは別に社外役員または投資家代理人の行為をカバーしている。 

 

投資家を対象とするベストプラクティスの内容は比較的限定的である。というのも、投資家は社

外役員または投資家代理人を通じて意見を表明し、ある特定の課題に関する意思決定は社外役員

または投資家代理人に、それ以外については投資家自身に委ねられると想定されるからである。 

 

4.2. 原則 

 

P.1. 法への準拠 - 投資ビークルおよびマネジャー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 - ビークルの規約において、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 - 投資家、投資家代理人、社外役員、マネジャーは適切な技能、

善管注意および誠実義務をもって、投資家の利益および投資の保護を行うとともに、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 - マネジャー、社外役員、投資家代理人、投資家およびその委託先は、その行動に

対して常に説明責任を負うものとする。 
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P.5. 透明性 - ビークルに関する全情報を明瞭、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. 投資家の利益のための行動（利害の調整、利害衝突の調整を含む）- ビークルは全投資家の

利益のために運営しなければならない。利害衝突が生まれた場合には、投資家、ビークル、マネ

ジャー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、投資家とマネジャ

ー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. 守秘義務 - ビークルや、ビークル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。 

 

4.3. ガイドライン 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

RG.12. ビークルのガバナンスの枠組みおよび管理・運営組織を説明

する。例えば、オルタナティブ投資ファンドマネジャー、管理者、受

託者、保管人、ジェネラルパートナー、リスクマネジャー、投資アド

バイザー、ポートフォリオマネジャー、資産運用業者、不動産管理者、

鑑定人、その他主要な機能を必要に応じて特定する。独立役員および

投資家、その他特別委員会の利用などのビークルのガバナンスの枠組

みおよび監督の枠組み、および運営方法を特定し、考察する。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.13. （ビークルよりも）マネジャー組織内の仕組みおよびガバナ

ンスの原則を説明する（運用している代替資本源の間の利害衝突が予

想される分野、利害衝突の管理プロセス、投資委員会の構成および手

続き、配当の促進による調整など）。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.14. INREVコーポレートガバナンスのベストプラクティスの採用

レベルを説明する。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.15. 年次報告および中間報告に、ファンドの資料で定めるコーポ

レートガバナンスの枠組みへの準拠レベルに対する重要な変更を説明

するものとする。 

X X 

 

4.3.1. 法への準拠 

 

CG.1. 法への準拠 
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CG.1.1. マネジャーとしての行動規範 

 

ビークルはその管轄区域に適用されるすべての法規制に準拠しなければならない。 

 

マネジャーは、ビークルのすべての法規制への準拠を確保するものとする。 

 

マネジャーはビークル、社外役員、投資家に、ビークルがすべての適用法規制に準拠しているこ

とを確認するものとする。 

 

マネジャーは、ビークルがAIFMD、マネーロンダリング禁止規則、税法など適用法規制を遵守す

ることに対して主たる責任を負う。 

 

マネジャーは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、ビークル、社外

役員、 投資家代理人、（適切な場合は）投資家と定期的に会合を開くものとする。 

 

マネジャーは準拠状況を監視するための適切な仕組みを定め、ビークルがその管轄区域に適用さ

れるすべての法令に準拠し、法律に違反するリスクを犯すことなく引き続き運営されるよう取り

計らうものとする。マネジャーはビークルの仕組みを検討し、課税効率のよい構造となっている

ことを例証するものとする。マネジャーは通常、ビークル、社外役員または投資家代理人、そし

て重要な課題がある場合は、投資家と会合を開き、ビークルに影響を及ぼすと考えられる税制を

はじめとする法律の改正について説明することを期待される。 

 

AIFMDに特有の要件：オルタナティブ投資ファンドがマネジャーとして外部のオルタナティブ投

資ファンドマネジャーを任命する場合、オルタナティブ投資ファンドの取締役会はオルタナティ

ブ投資ファンドマネジャーの能力を精査し、継続的なパフォーマンスを監視する必要がある。イ

ントロダクションの項で示したとおり、AIFMDの規制下のプラットフォームにおける様々な組織

の仕組みおよび法的責任、特にオルタナティブ投資ファンドとオルタナティブ投資ファンドマネ

ジャーの関係は大きく異なる可能性がある。例えば、管理運営モデルの構造や運用機能における

委任レベルといった要因は理解すべき重要な要素である。コーポレートガバナンスの枠組みにお

いてこれらの取り決めを考慮することが期待される。とりわけ、オルタナティブ投資ファンドマ

ネジャーのレベルでのコンプライアンスオフィサーの職務は、この原則をオルタナティブ投資フ

ァンドのレベルで適用する際に、考慮すべき重要な役割となる。 

 

AIFMDではマネジャーが恒久的なリスク管理機能を定め、維持することを義務付けている。それ

は、ポートフォリオ管理をはじめ、マネジャーの運用の役割とは機能面および階層面で分離され

たものにしなければならない。 

 

CG.1.2. 社外役員または投資家代理人としての行動規範 
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社外役員または投資家代理人は、マネジャーが関連法規制への準拠を監視するための適切な仕組

みを整備するよう取り計らうものとする。 

 

社外役員または投資家代理人は、マネジャーの定期的な報告書の受領やマネジャーとの定期的な

会合などにより、準拠状況を監視する役割を担う。社外役員は事務所を構えることにより、特定

の管轄区域で法的責任を負う場合がある。社外役員または投資家代理人は望ましいあるいは必要

であると思われる場合、ビークルの負担により法的助言を別途求めることができる。ビークルは、

他の方法が利用できない場合、社外役員に保険保護を提供するものとする。 

 

AIFMDに特有の要件：社外役員のレビューにはオルタナティブ投資ファンドの代理としてのオル

タナティブ投資ファンドマネジャーのレベルでの法規制への準拠を監視するために定めたプロセ

スの範囲および結果をカバーするものとする。 

 

CG.1.3. 投資家としての行動規範 

 

投資家は、ビークルが関連法令に準拠するようマネジャーを支援するものとする。 

 

マネジャーは、ビークルの取締役会を代表して関連法令への準拠に対して主たる責任を負う。投

資家はマネジャーが合法的に要求する情報（税目的など）の提供を求められる場合があり、その

場合、速やかにこれに応じるものとする。 

 

投資家は常に、ビークル、マネジャー、社外役員が提供するすべての情報を注意深く検証し、特

定された潜在的なリスクに適切な注意を払い、適切な場合には、マネジャーまたは社外役員に、

適用法規制への準拠または非準拠に関する懸念などを含め、常に問題を提起するものとする。 

 

4.3.2. 規約の遵守 

 

CG.2. 規約の遵守 

 

CG.2.1. マネジャーとしての行動規範 

 

マネジャーは、規約の遵守状況を監視するような仕組みおよびプロセスを定め、ビークルが規約

を遵守していることを、ビークル、社外役員、投資家代理人、投資家に確認するものとする。 

 

マネジャーの契約上の義務には通常、ビークルによる規約の遵守を確保する義務が含まれる。こ

れらは通常、ビークルの投資戦略や初期事業計画を示した趣意書や目論見書などを通じて投資家

および潜在的な投資家に開示される。 
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マネジャーは規約を十分に理解する必要があり、ひいてはビークル、社外役員、投資家代理人、

投資家に対して、ビークルが規約を遵守していることを確認できるようにしておく必要がある。

ビークルの規約には、規約の違反があった場合に投資家などが利用することができる救済措置を

定めるものとする。 

 

規約には明確に定義された制約を定めた明確な投資方針を示すとともに、ビークルの関係者によ

ってこれらの原則やベストプラクティスが実際にどのように適用されるべきかを示すものとする。

規約は可能な限り完全かつ正確に記し、ビークルおよび投資家の法規制遵守に関して法的拘束力

を持つ契約上の義務を定めるものとする。 

 

マネジャーはビークルの設立時に一つの方針としてコーポレートガバナンスのベストプラクティ

スを採用するものとする。その後、マネジャーはビークルがこれらのベストプラクティスにどの

程度準拠しているかを評価し、ビークルの年次報告等の中で準拠状況について報告し、ベストプ

ラクティスからの乖離がある場合にはその理由を説明するものとする。これにより投資家はビー

クルのコーポレートガバナンスについて自らの意見を持つことができる。 

 

規約には、保留された課題についての意思決定に関する、社外役員、投資家代理人、投資家の役

割を定めるものとする。 

 

ビークルの設立時に投資家は、ビークルの特定の主要なパラメーターに同意するものとする。そ

のようなパラメーターの変更または違反は、投資家のために判断を留保するものとする。これに

は次のようなものがある。 

 

- ビークルの規約 

- ビークルの投資戦略 

- ビークルのタイミングおよび解散の仕組み 

- ビークルの債務制限 

- ビークルの流動性の仕組み 

- マネジャーの解任または交代 

- マネジャーの報酬体系 

 

社外役員または投資家代理人のために保留される事項には次のものがある。 

 

- 年次事業計画 

- 利害衝突の解決 

- 外部鑑定人の交代および評価方法論の大幅な変更 

- 会計処理に重大な影響を及ぼすと考えられる、外部監査人の交代、または会計原則または会計
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実務の変更 

- 恒久的リスク管理機能によって検討される事項 

- リスクの特定およびリスクの管理などに関する特定の課題について投資家を代表する外部助

言者の任命 

- 後任の任命を含む、重要な使用人の変更 

- 投資家が法的責任を負うリスクがある環境 

- 投資の性質および関連市場が特に影響を受けやすい機密事項 

 

これらの保留された事項については、投資家はマネジャーが、投資家、社外役員、または投資家

代理人に専門的助言を含む、判断の基準となる適切な情報を提供することを期待する。社外役員

と投資家の間で事前の協議が行われた場合、投資家はそのような協議およびその後の報告がタイ

ムリーに行われることを期待する。 

 

ビークルに投資する投資家の数が増えるのにあわせて、主要な決定のより低い閾値がより適切で

あると考えられる。投資家が出口を取ることを認める流動性の仕組みが確立されたオープンエン

ド型ビークルは、投資家が出口を取ることが大きく制限されているクローズドエンド型ビークル

に比べて、投資家による影響または統治の機会は少ない。 

 

年次事業計画の承認が社外役員または投資家代理人の決定のために留保される事項でない一方で、

マネジャーが年次事業計画を毎年投資家に提出し、フィードバックを得られるような仕組みを確

立することがベストプラクティスとなっている。この方法により、投資家は年次事業計画に対す

る自身の見解をマネジャーに伝えることができる。 

自己評価ツールについてはセクション2Aを参照のこと。 

 

AIFMDに特有の要件：コンプライアンスオフィサーは、上級経営陣およびオルタナティブ投資フ

ァンドの取締役会の監督の下、規約の遵守を監視するためのシステムおよびプロセスを担当する。

またポートフォリオマネジャーは、運用されている各オルタナティブ投資ファンドについて投資

目的、方針、パラメーター、投資戦略が定められるよう取り計らうとともに、各オルタナティブ

投資ファンドの投資戦略の実行を監督するものとする。 

 

規約にはビークルにおける持分の発行および償還方法を定めるものとする。 

 

マネジャーは持分の発行および償還方法を明確に定めるものとする。クローズドエンド型ビーク

ルの場合、持分の発行は1回以上の当初クロージングを通じて行われ、多数の投資家が同時に引き

受けを行い、ビークルの運用期間の終了前に償還が行われる。オープンエンド型ビークルの場合、

持分の発行および償還は定期的に行われる（年1回、四半期毎、毎月または毎日）。適用される基

本的な評価原則および会計原則など、持分の評価方法は明確に定めるものとする。一部の管轄区

域およびビークルの仕組みにおいては、仕組みは法律または政府規制によって定められる。 
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ビークルの運用期間の延長はマネジャーが投資家とともにコーポレートガバナンスをレビューす

る機会を提供する。 

 

マネジャーがビークルの運用期間の延長または物件を売却するための短いランオフ期間（規約で

規定された特定の延長期間ではない）を提案する場合、これは実質的に新しいビークルであり、

ビークルの規約をレビューする機会を提供する。 

  

CG.2.2. 社外役員または投資家代理人としての行動規範 

 

社外役員または投資家代理人は、マネジャーがビークルの規約への準拠状況を監視する適切なシ

ステムを定めるように取り計らうものとする。 

 

マネジャーは、ビークルが規約に準拠するよう取り計らう義務を負うため、報告書の受領や、マ

ネジャーとの定期的な会合を通じて、コンプライアンス状況を監視することが社外役員または投

資家代理人の役目となる。社外役員または投資家代理人は法的事項または専門的事項について助

言者を雇用することができるものとする（費用はビークルが負担する）。 

 

AIFMDに特有の要件：オルタナティブ投資ファンドの取締役会は、オルタナティブ投資ファンド

マネジャーにおける上級経営陣による、コンプライアンスオフィサーが実施するシステムおよび

手順の監視に注意を払うものとする。これを受けてオルタナティブ投資ファンドの取締役会およ

び上級経営陣は、オルタナティブ投資ファンドマネジャーにおける内部監査機能が実施する手順

および発行する報告書を用いる。 

 

マネジャーの任命期間が終了する状況下では、社外役員または投資家代理人は、移行期間におけ

る安定性を確保するためのプロセスを監督するものとする。 

 

社外役員（投資家から独立している）は投資家とマネジャーの間の仲介者として行動し、マネジ

ャーの交代プロセスに関連する結果および費用を投資家とともにレビューすることを期待される。 

 

CG.2.3. 投資家としての行動規範 

 

投資家は投資を行う前に規約を十分に理解するものとする。引受契約に署名することによって規

約の内容を承認したものと見なされる。 

 

投資家が投資を十分に理解するように、規約にはビークルの戦略およびビークルの運用、投資家

とビークルの間の関係および義務（投資家の決定、会合および票決が含まれる）、投資家にとっ

ての流動性機会を定めるものとする。これには、適切な場合には、ビークルの解散時の最終的な
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出口手続きが含まれる。投資家はこれらの義務に準拠することを期待される。規約は明瞭かつ明

確なものとし、投資家のために保留される重要な事項について決定するための会合が開かれる適

切な管轄区域が含まれるものとする。 

 

4.3.3. 技能、善管注意、誠実義務 

 

CG.3. 技能、善管注意、誠実義務 

 

CG.3.1. マネジャーとしての行動規範 

 

マネジャーは誠実性を示すために、倫理規定を実施するものとする。 

 

マネジャーは、自身を任命したビークルに対する善管注意義務に基づき、またそのビークルを通

じて投資家のために運営する。通常、投資家はマネジャーの実績、高い評判、誠実性、評価を基

に投資の決定を行う。マネジャーは要求された誠実性レベルをもって義務を履行していること、

およびビークル、社外役員、投資家代理人、ビークルの外部助言者および投資家との関わりにお

いて倫理的に行動していることをビークルおよび投資家に納得させる必要がある。 

 

マネジャーは、ビークルおよび投資家の利益を最大化するように運営していることを確実にする

ために、従業員、外部助言者、第三者サービスプロバイダーに対して必要とされる統治を行うも

のとする。 

 

マネジャーは、マネジャーとしての義務を果たすために要求された技能を有していることを投資

家に示さなければならない。これには、第三者サービスプロバイダーの利用が含まれることがあ

る。自己評価ツールのセクション3Cを参照のこと。マネジャーは、人材配置、外部助言者、第三

者サービスプロバイダーに関して、特に以下の必要なリソースとともに、要求されるレベルおよ

び質の専門技術を有していることを期待される。 

 

- 要求されるレベルの経験、資格、技能を有する、適切な訓練を受けた適切な人数の人員。 

- 関連する管轄地域における、内部統治の適切なシステムを備え、そのような統治の枠組みの有

効性についてマネジャーに定期的に報告を行う、有能な外部助言者および専門サービスプロバ

イダーへのアクセス。 

 

マネジャーはINREVガイダンスに従うものとする。 

 

マネジャーは、誠実に行動し今後も誠実に行動することを示すために、ビークルの設立時および

その運用期間にわたり、投資家に対してビークルの設立時に必要なデューディリジェンス（INREV

のデューディリジェンスプロトコルに従って）を行っており、ビークルは想定リターンを達成す
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る戦略を合法的に採用できることを示すことを期待される。 

 

マネジャーはビークルのために、リスクの特定およびリスクの管理に関する合意された方針を実

行し、恒久的なリスク管理機能を定め、維持するものとする。 

 

マネジャーはリスクを早期発見し、タイムリーかつ適切な形でリスクを管理するものとする。マ

ネジャーは潜在的なリスクを早期かつ懸命に特定・監視・管理していることを示すことができな

ければならない。それを達成するには、マネジャーは求められる専門知識を備えた有能な人員、

外部助言者、サービスプロバイダーを確保していなければならない。またマネジャーは内部統治

の適切なシステムを実施し、そのような統治の枠組みの有効性の情報が投資家に定期的に提供さ

れるよう取り計らうものとする。自己評価ツールのセクション3Dを参照のこと。 

 

AIFMDに特有の要件：AIFMDは、オルタナティブ投資ファンドおよびオルタナティブ投資ファン

ドマネジャーの取締役会、および関連委員会（監査委員会、投資委員会、報酬委員会など）があ

わせて、事業の全側面（ポートフォリオ運用およびリスク管理、オルタナティブ投資ファンドの

資産クラスおよびその地理的範囲の理解、法務事項およびコンプライアンス事項、代理人および

サービスプロバイダーの監督、違法行為のリスクなど）を理解し、批判的にレビューするのに必

要な一連の技能を有していることを要求している。 

 

CG.3.2. 社外役員としての行動規範 

 

社外役員は投資家の利益の保護を確保するために、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へのアクセスを有していなければならない。 

 

社外役員は関連する問題の最新情報を把握し、ビークルの外部助言者やサービスプロバイダーへ

のアクセスのために適切な研修を受けているものとする。とりわけ社外役員は、ビークルの外部

鑑定人とともに不動産評価に関する事項について協議する機会を持つ必要がある。 

 

社外役員は内部統制、リスク管理、報告の監視を確保するものとする。 

 

社外役員は、マネジャーがビークルの活動を監視する安全なシステムを構築し、タイムリーかつ

適切な形でリスクを特定し管理するための適切な内部統治制度がマネジャーによって設けられ、

マネジャーが定期的およびタイムリーな形で報告義務を果たしていることを十分に確認するもの

とする。 

 

AIFMDに特有の要件：オルタナティブ投資ファンドマネジャーの統治組織または監督機能が存在

する場合、コンプライアンス事項、内部監査事項、リスク管理事項について（とりわけ問題が生

じた場合に適切な救済措置が講じられているかどうか）定期的に書面による報告を受けなければ
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ならない。オルタナティブ投資ファンドの社外役員は、評価を行う際にそのような要件について

考慮するものとする。 

 

社外役員は、必要と判断される場合には、マネジャー、その他の外部助言者、サービスプロバイ

ダー、そして投資家（適切な場合かつマネジャーが不在の場合）と定期的に会合を持つものとす

る。 

 

社外役員はマネジャー、その他の外部助言者、サービスプロバイダー、そして状況が求める場合

は投資家と会合に出席し、投資家の懸案事項について協議することを期待される。自己評価ツー

ルのセクション3Bを参照のこと。また独立した専門家の助言を必要とする場合もある。社外役員

がビークルまたはマネジャーの影響を受けずに行動できるようにするために、とりわけセンシテ

ィブな性質の事項について投資家（マネジャーの同席を伴わずに）と自由かつオープンに協議す

る機会を持つことが必要である。 

 

CG.3.3. 投資家としての行動規範 

 

投資家は、必要とされる市場経験、技能、専門技術、知識を備えた従業員その他のリソースを雇

用するものとする。 

 

投資家は、ビークルのパフォーマンスおよび進捗状況を理解する上で、ビークルまたはマネジャ

ーから適切な情報を入手できる立場にあるために、投資家およびその代表者が適切な研修を受け、

関連する動向の最新状況を把握するよう取り計らう必要がある。投資家は、マネジャーによる提

案に同意することを求められた場合、懸命に行動し、タイムリーかつ適切な形で対応するものと

する。 

 

ビークルの規約には、投資家がビークルに対する義務を果たすことができない状況への対処方法

を定めた規定を盛り込むものとする。自己評価ツールのセクション3Aを参照のこと。 

 

投資家はリスクの特定およびリスクの管理を評価・監視するために懸命に行動するものとする。 

 

投資家は、投資する前に、ビークル戦略が適切であり、報酬と比べてリスクが適切なものであり、

マネジャーは期待されるリターンを達成する上で必要な経験とリソース（人的資源、財務資源、

情報）を有していることを十分に確認するために必要と考える情報を、マネジャーから入手する

ものとする。INREVは、デューディリジェンス調査において投資家の助けとなる、投資評価に関

する推奨される質問表を公開した。 

 

投資家は社外役員のパフォーマンスを定期的にレビューし、再任を定期的に裁可するものとする。 
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投資家は、社外役員が投資家の利益を保護する役割を適切に実行していることを十分に確認でき

るようにし、そのパフォーマンスを毎年評価するものとする。 

 

4.3.4. 説明責任 

 

CG.4. 説明責任 

 

CG.4.1. マネジャーとしての行動規範 

 

マネジャーは投資家に対していかに説明責任を果たしているかを示すものとする。 

 

マネジャーはビークルおよび投資家に対して全体として説明責任を負う。投資家は、ビークルの

立ち上げ時に設定された目的および投資計画が達成され、規約および関連法規制に従ってビーク

ルの運営が行われていることを確保する上でマネジャーに依拠する。マネジャーは、例えば適切

な通知をすることにより、社外役員、投資家代理人、投資家とビークルに関連する事項をレビュ

ーし、協議する会合を持つことにより、この説明責任を実証することができる。マネジャーは通

常、外部監査人、鑑定人、ポートフォリオマネジャー、不動産管理者、リスク管理者をはじめと

する外部助言者、サービスプロバイダーに対して統治を行使し、緊密な関係を維持することを期

待される。 

 

ビークルは、マネジャーの過失がある場合を除き、マネジャーの責任を問わないものとする。 

 

マネジャーは自らの行動に対して一定レベルの責任を進んで引き受けるものとする。ただし、通

常ビークルは、マネジャーの過失や義務違反がない場合に発生した損害から、マネジャーを保護

することを期待される。自己評価ツールのセクション4Aを参照のこと。 

 

マネジャーは、理由の有無にかかわらず契約を解除することができるものとする。 

 

理由の有無にかかわらず、投資家はマネジャーとの契約を解除することができるが、このことは

マネジャーが負うべき説明責任の範囲を示している。投資家の特別決議を経た無過失解除の場合

に最大に説明責任を負うことになる。解除の状況に応じてマネジャーに妥当な報酬を支払う場合

がある。自己評価ツールのセクション4Bおよび4Cを参照のこと。 

 

投資家は、マネジャーのパフォーマンスが基準を満たしていない場合（定性的または定量的であ

るかは問わない）に保護を期待する。そのような場合、かかる基準に満たないパフォーマンスに

ついて対処するために、マネジャーと投資家の間の（社外役員または投資家代理人を通じて）予

定表について対話のプロセスを確立することが適切な場合もある。マネジャーがかかるプロセス

を通じて合意された計画に従わない場合、投資家は投資期間の中断、あるいは特別決議後にマネ



INREV GUIDELINES 2014 

36 

 

ジャーの解任を検討することができる。 

 

CG.4.2. 社外役員または投資家代理人としての行動規範 

 

社外役員および投資家代理人は投資家に対して説明責任を負うものとする。 

 

社外役員および投資家代理人は、ビークルのパフォーマンスおよびコンプライアンスの監視者と

しての役割において投資家に対して説明責任を負う。これは社外取締役会または諮問委員会への

参加を通じて行うことができる。ただし、かかる説明責任は、社外役員または投資家代理人の側

の故意の不正行為または不誠実さによる場合を除き、他の投資家に対する法的責任とは分けて考

えるものとする。自己評価ツールのセクション4Dを参照のこと。 

 

CG.4.3. 投資家としての行動規範 

 

投資家は、マネジャー、そして適切な場合、社外役員がビークルのパフォーマンスに対して説明

責任を負うよう取り計らうものとする。 

 

投資家は、ビークル、社外役員またはマネジャーに対してではなく、自身の関連組織に対して説

明責任を負う。ただし、投資家はマネジャーおよび社外役員が説明責任を負うようにする責任が

ある。例えば、投資家は関連する投資家向け説明会に出席し、社外役員、マネジャー、外部助言

者が提供する情報および報告書のすべてを注意深くかつ懸命に検討することを期待される。投資

家は非倫理的な方法で行動しているという批判を受けないように、自ら行動することを期待され

る。 

 

4.3.5. 透明性 

 

CG.5. 透明性 

 

CG.5.1. マネジャーとしての行動規範 

 

マネジャーは、ビークル、社外役員、投資家代理人、投資家に対して、タイムリーに関連する情

報および報告書をすべて提出するものとする。 

 

ビークルの運用期間中、マネジャーは、投資家がビークルのパフォーマンスを理解し、ビークル

戦略に準拠し、事業計画に定められた目的を達成していることを十分確認できるように、ビーク

ルに関する情報（報告書を含む）を提供する。自己評価ツールのセクション5Aおよび5Bを参照の

こと。例えば、投資家および社外役員は以下を行う立場にある必要がある。 
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- 関連するベンチマークなど、設定された目標に対するビークルのパフォーマンスの評価 

- 事業計画および予測と比較した進捗状況の把握 

- ビークルのリスクとそのリスクの管理方法の理解 

- ビークルの規約、適用法令への準拠（ただし、投資家にコンプライアンスを監視する義務を負

わせることはない）の十分な理解 

- 投資、投資の引き上げ、およびその結果による取引の資金調達の範囲と性質の理解 

- マネジャーに支払うべき報酬および直接請求されるビークルの費用の理解 

 

マネジャーは、社外役員、投資家代理人、投資家による合理的な質問および問い合わせのすべて

にタイムリーかつ透明性のある形で回答するものとする。重要な使用人の変更などの重要な出来

事は投資家に速やかに報告するものとする。 

 

マネジャーは不動産評価に関するINREVガイドラインを考慮するものとする。 

 

ビークルの運用期間中、マネジャーは投資家、投資家代理人、社外役員に不動産評価を提供する。

投資家は、外部の不動産鑑定人が独立した存在であることを期待する。評価が適切に監視され、

投資家の利益が保護されることを確保するには、任命期間の終了時点で、外部鑑定人が輪番で交

代することが推奨される。また外部鑑定人に支払うべき報酬は、鑑定人の独立性を損なわないよ

うな形で設定するものとする。自己評価ツールのセクション5Cを参照のこと。 

 

マネジャーは、INREVコーポレートガバナンス原則およびガイドラインへの準拠レベルについて

投資家に報告するものとする。これにはベストプラクティスへの準拠が行われていない状況やそ

の理由についての説明が含まれる。 

 

ビークルの規約には、全投資家に開示すべきサイドレターを定めるものとする。 

 

異なる投資家がビークルと異なる取り決めを交わす状況が存在することを認識している。例えば、

大規模な投資家はマネジャーに支払うべき報酬について割引を受けることがある。マネジャーは

サイドレターや類似の個人投資家との契約がどのように扱われているかを示すものとする。特定

の投資家が匿名でそのような措置を求める事態が想定されるため、マネジャーはそのようなサイ

ドレターの条件を開示するものとする。自己評価ツールのセクション5Dを参照のこと。 

 

AIFMDに特有の要件：外部運用型のオルタナティブ投資ファンドの場合、オルタナティブ投資フ

ァンドマネジャーはAIFMDの透明性要件への準拠に対して責任を負う。 

 

CG.5.2. 社外役員、投資家代理人としての行動規範 

 

社外役員または投資家代理人は、マネジャーが作成した情報を投資家が確実に受け取れる手続き
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を十分に確認するものとする。 

 

ビークルの運用期間を通じて、マネジャーは投資家、投資家代理人、社外役員に、ビークルの戦

略、目標の達成状況、進捗状況、パフォーマンスを伝えるために、情報および報告書のすべてが、

投資家、投資家代理人、社外役員にタイムリーかつ適切にそして分かりやすい形で提供されるよ

う取り計らう義務を負う。社外役員および投資家代理人は、マネジャーがこれらの義務を果たし

ていることを確認する役割を担っている。 

 

CG.5.3. 投資家としての行動規範 

 

投資家はマネジャーに対して、正確な情報要件、およびビークルが要件を満たしているかどうか

フィードバックを行うものとする。 

 

フィードバックはビークルの報告の可能な限りの効果的な管理に役立つ。 

 

4.3.6. 投資家のための行動（利害の調整および利害衝突の調整を含む） 

 

CG.6. 投資家のための行動（利害の調整および利害衝突の調整を含む） 

 

CG.6.1. マネジャーとしての行動規範 

 

マネジャーはビークルの仕組みを通じて、自身の利害が投資家の利害と真に一致していることを

実証するものとする。 

 

ビークルは、投資家に投資パフォーマンスを提供するように設立されている。マネジャーは投資

家の利益を代表して行動することを期待される。可能な限り、ビークルの中にマネジャーの利害

を投資家の利害と調整するための仕組みを構築することにより、これを保証することができる。 

 

マネジャーがビークルに本格的に投資することによって利害の調整を実現できる場合がある。自

己評価ツールのセクション6Aを参照のこと。しかし、INREVではマネジャーによる共同投資が適

切でない場合があることを認識している。 

 

利害の調整は報酬体系を通じて実現することもできる。これにはビークルのパフォーマンスに基

づくマネジャーに対するパフォーマンスフィーの支払いが含まれる。ただし、これはマネジャー

とダウンサイドリスクを完全に調整できない場合がある。パフォーマンスフィー体系には、マネ

ジャーがビークルのリスクプロファイルに従って行動することを促すインセンティブを含み、マ

ネジャーが提供することが期待される付加価値を反映したものとする。例えば、マネジャーのパ

フォーマンスに関連する報酬は通常、コアビークルについてはオポチュニスティックビークルの
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場合に比べて低くなる。自己評価ツールのセクション6Cを参照のこと。 

 

その専門的行動が、運用を担当するビークルの投資戦略やリスクプロファイルに重要な影響を及

ぼすようなマネジャーの従業員に対して報酬方針が求められる。報酬方針は健全かつ効果的なリ

スク管理を奨励するものでなければならず、ビークルのリスクプロファイルと一致しないリスク

テイキングを推奨するものであってはならない。 

 

規約には、重要な使用人がマネジャーを去る場合に適用される規定を盛り込むものとする。 

 

マネジャーの特定の従業員がビークルの資料に使用人として記されている場合、規約にはこれら

の使用人がマネジャーを去る場合に適用される特別規定が含まれていることが多い。この規定は、

マネジャーがさらなる投資を行うことの禁止、さらには運用委託契約を失うまでに及ぶことがあ

る。自己評価ツールのセクション6Bを参照のこと。 

 

マネジャーおよびビークルは、ビークル内の利害衝突についての対処方法を示した書面によるプ

ロトコル文書を策定するものとする。 

 

マネジャーとビークルの間の利害衝突は多くの場合に発生する可能性がある。それには次のもの

が含まれる。 

 

- マネジャー（またはマネジャーもしくはマネジャーの関係者が統治する別のビークル）が資産

の取得においてビークルと競合する場合 

- マネジャー（またはマネジャーもしくはマネジャーの関係者が統治する別のビークル）がビー

クルから資産を購入またはビークルに資産を売却する場合 

- マネジャーとビークル間の報酬体系などの取り決めを変更する提案がある場合 

- マネジャーがビークルの持分を売却することを希望する場合 

- 投資家が決定すべき事項と相反している場合 

 

第三者サービスプロバイダーとの間でも利害衝突が起こる可能性が存在する。例えば、外部鑑定

人がビークルに対して追加不動産サービスを提案する場合である。これは評価の独立性を損なう

可能性がある。 

 

利害衝突が発生する恐れがある場合、マネジャーはビークル、社外役員、投資家代理人に速やか

に通知し、合意された利害衝突対策措置を講じるものとする。マネジャーは常に、関係者取引が

独立主体間取引として行われるよう取り計らうものとする。例えば、マネジャー（またはマネジ

ャーが運用する別のビークル）が資産の取得においてビークルと競合することを望む場合、マネ

ジャーは全顧客の適切な取り扱いに関する方針とともに、かかる旨をビークルに開示するものと

する。自己評価ツールのセクション6Dを参照のこと。 
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AIFMDに特有の要件：オルタナティブ投資ファンドマネジャーの統治組織、および存在する場合

には監督機能は、利害衝突に対する予防手段を講じ、その有効性を定期的にレビューし、問題が

発生した場合にタイムリーに救済措置を講じなければならない。オルタナティブ投資ファンドの

取締役会は評価を行う際に、かかる要件を考慮するものとする。 

 

ビークルは、ビークルの持分の新規発行、償還、譲渡の際の投資家の取り扱い方法を定める

ものとする。 

 

ビークルの投資家による持分保有比率が異なる場合に、利害衝突が発生する可能性がある。

マネジャーは、持分の新規発行、償還、譲渡を統治する規則を明確かつ透明性がある形で全

投資家向けに定められるよう取り計らうものとする。かかる規則は INREV流動性ガイドライ

ンに定めるガイダンスに一致し、公正かつ一貫性のある形で適用されるものとする。マネジ

ャーが投資家の間で二次移転のサービスを提供する際、そして該当する場合には新たに資金

を調達する際の役割において、利害衝突が生じる可能性がある。ビークルの立ち上げ時にマ

ネジャーは、第三者取引プラットフォームまたは募集代理人への報酬およびやり取りを含む、

二次移転に関して自身が提供する役割を明確に定めるものとする。 

 

CG.6.2. 社外役員または投資家代理人としての行動規範 

 

社外役員または投資家代理人は、マネジャーが自身の利害と投資家の利害が一致していることを

示すよう取り計らうものとする。 

 

ビークルの運用期間中における社外役員または投資家代理人の役割は、投資家の利益を保護する

ことである。一つの手段として、社外役員または投資家代理人が、マネジャーの利害と投資家の

利害を調整するよう取り計らうことによってこれを行うことができる。 

 

社外役員は、マネジャーが利害衝突を管理する方法を記した書面によるプロトコルを保持するよ

う取り計らうものとする。 

 

利害衝突が特定された場合、社外役員は、マネジャーが合意された利害衝突対策手順を実施する

よう取り計らうものとする。マネジャーが衝突する場合、社外役員はビークルの代わりに決定を

行わなければならない場合がある。利害衝突が公正かつ適切な方法で解決されていることに納得

できない場合、社外役員はその旨を投資家に伝えることを期待される。社外役員は、マネジャー

とビークルの間の取引（報酬体系の変更など）を積極的に監視し、かかる取引が独立主体間取引

として行われ、投資家に報告されることを十分に確認することを期待される。 
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AIFMDに特有の要件：オルタナティブ投資ファンドマネジャーの統治組織、および存在する場合

には監督機能は、利害衝突に対する予防手段を確立し、その有効性を定期的にレビューし、問題

が発生した場合にこれを対処するためのタイムリーな是正措置を講じなければならない。予防手

段および方針は、オルタナティブ投資ファンドマネジャーの運営モデルおよびかかる活動をアウ

トソーシングまたは委任する度合いを考慮したものとする。オルタナティブ投資ファンドの社外

役員は評価を行う際に、かかる規定を考慮するものとする。 

 

CG.6.3. 投資家としての行動規範 

 

ビークルは想定リターンを達成できるように投資家の利益のために運営されるものとする。 

 

投資家は、ビークルが自分たちの最善の利益を図るように運営されていないと判断した場合には、

ビークルおよび社外役員にタイムリーに助言するものとする。 

 

投資家は、ビークルの他の参加者に利害衝突を開示し、適切に行動するものとする。 

 

資産の取得に関して投資家がビークルと競合する場合や、投資家がビークルから資産を取得した

り投資家がビークルに資産を売却したりする場合など、様々な状況下で、投資家とビークルの間

で利害衝突が発生する可能性がある。投資家は誠実に行動し、特定のビークル、マネジャー、他

の投資家に適切な情報をタイムリーかつ適切な形で開示する必要がある。例えば投資家がビーク

ルと競合する場合、または投資家がビークルから資産を取得する場合、あるいは投資家がビーク

ルに資産を売却する場合には、投資家は通常、ビークル内における当該協議への参加や情報の受

け取りを控える。かかる場合、投資家は「チャイニーズウォール」（情報の障壁）を設けて、異

なる個人や人々が異なる関係者のために行動できるようにしなければならない場合がある。 

 

AIFMDに特有の要件：AIFMDは、オルタナティブ投資ファンドマネジャーによる組織的な取り決

めが不十分な場合に、他の重要な利害衝突や開示に関係しうる投資家の運用状況の開示を義務付

けている。 

 

4.3.7. 守秘義務 

 

CG.7. 守秘義務 

 

CG.7.1. マネジャーとしての行動規範 

 

規約には、ビークルおよび投資家が負う守秘義務を定めるものとする。 

 

マネジャーは、公知となる情報や、透明性を高めるために開示される情報など、ビークルに関係
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する情報を認知しているものとする。ただし、ビークルにとって商業的にセンシティブな情報は

機密情報として取り扱われ、広く開示されないことが期待される。ビークルが特定の情報を機密

情報として取り扱う義務を投資家に負わせ、機密情報を基に行動することを控えるようにするた

めに、規約には守秘義務の引き受けが含まれることがある。 

 

守秘義務を維持する必要性は、透明性を確保する必要性によってバランスを保つ必要がある。衝

突がある場合には、透明性の必要性が優先するものとする。規約には、潜在的な投資家やその助

言者のような投資家以外の者の、機密保持契約を結ぶことなく情報を受け取る権利を定めるもの

とする。第三者助言者を雇用する場合などにおいては、守秘義務規定は、投資家が規約に基づく

権利を行使することを事実上禁じないものとする。自己評価ツールのセクション7Aを参照のこと。 

 

CG.7.2. 社外役員または投資家代理人としての行動規範 

 

社外役員および投資家代理人は、規約に定められた守秘義務規定に準拠すべきものとする。 

 

社外役員または投資家代理人が、公知となっておらず、投資家に知らされていない、ビークルに

関係する機密情報を認知している場合がある。社外役員または投資家代理人がビークルに関する

商業的にセンシティブな情報を受け取った場合には、規約に定められた守秘義務規定を遵守する

ものとする。適切な場合、社外役員は、情報の投資家への開示においてマネジャーを支援するも

のとする。 

 

CG.7.3. 投資家としての行動規範 

 

投資家は、特に投資の処分を求める場合には、守秘義務規定を遵守するものとし、自身の利益の

ために機密情報を利用してはならないものとする。 

 

投資家は、ビークルまたはマネジャーによって通知された商業的にセンシティブで、公知となっ

ていない情報を所有する場合がある。潜在的投資家になりうる第三者に潜在的な機密情報を開示

しようとする投資家は、関連する第三者から、ビークルが満足のいく、ビークルに好意的な機密

保持の約束を得ることを期待される。投資家はこれらの人物と協議する際にマネジャーを関与さ

せることができ、マネジャーが潜在的な購入者に、合理的に要求される情報を提供することを要

求することができる。 

 

4.3.8. クラブディールおよび合弁事業の追加ガイダンス 

 

投資の統治 

 

クラブディールや合弁事業に参加する投資家は、焦点を定めた投資戦略を設定し、自身の投資の
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運命を統治するために、通常ビークルの戦略や行動に対するより大きな統治を求める。それゆえ

投資家は、一般的に複数の投資家が参加するビークルの場合に比べて、ビークルの意思決定に積

極的に関わることを求める傾向にある。投資家のために通常保留されるガイドラインのCG2.1.に

定めた事項に加え、投資家は社外役員のために保留されるCG2.1.に定められた他の事項に対して

も統治を望む傾向にある。とりわけ、投資家は投資が直接不動産投資のように行われるように、

個々の不動産資産の取得や売却のタイミングについての統治を希望する傾向にある。しかし、

AIFMDに基づき、投資活動はマネジャーによって実行されるものとする。そして投資家は、投資

を統治する意向が、AIFMDの要件と抵触しないように取り計らうものとする。 

 

社外役員 

 

少数の投資家がビークルの運営に積極的に関与する状況下では、クラブディールや合弁事業に参

加する投資家が、決定の承認の遅れなど、経営面の非効率をもたらすことなくビークルの活動に

積極的に参加する人員を擁していることが予想される。これらの状況下では、社外役員の役割は

関連性がない場合がある。 

 

マネジャー の役割および報酬 

 

クラブディールや合弁事業においては、マネジャーの役割は、資産のソーシングや日常的な賃貸、

および不動産ポートフォリオの運営活動など資産運用業者の役割である場合がある。資産運用に

比べてビークルの運用の必要性が低いため、報酬は複数の投資家が参加するビークルに比べて低

くなる場合がある。加えて、マネジャーに支払われるパフォーマンスフィーが適切であるかどう

かを検討するものとする。というのも、ビークルの取り決めが投資家による個々の決定の承認を

要求する場合には、マネジャーは投資戦略を十分に統治していない場合があるからである。 

 

4.3.9. オープンエンド型ビークルおよびクローズドエンド型ビークルの追加ガイダ

ンス 

 

本セクションでは、オープンエンド型ビークルおよびクローズドエンド型ビークルへのコーポレ

ートガバナンスガイドラインの適用のバリエーションを取り上げる。ビークルは両者の性質を有

することがあるために、実際にはこれらの2つのカテゴリーには明確な区別というものは存在しな

い。とはいうものの、純粋なオープンエンド型ビークルのガバナンスは、純粋なクローズドエン

ド型ビークルのガバナンスといかに異なると予想されるかを説明する。 

 

投資家のための流動性の仕組み 

 

一般的なクローズドエンド型ビークルの運用期間は固定的であり、投資家は通常、ビークルの運

用期間の始まりに投資することを期待し、ビークルが資産を売却して手じまいするのに合わせて、
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ビークルの運用期間の終了前に投資を償還する。投資家はセカンダリーマーケットで投資を売却

することができるが、通常そうすることは望まれていない。 

 

対照的に、一般的なオープンエンド型ビークルの運用期間に制限はなく、新規投資家の持分の引

き受け、および既存の投資家の持分の出口のための明確な仕組みが提供されている。その結果、

ビークルの持分の引き受け、評価および償還を統治する規約は、全投資家および有望な投資家の

ために、投資家にとって想定される流動性とともに明確に規定されているべきである。そのよう

な条件は、クローズドエンド型ビークルよりもオープンエンド型ビークルの方がより整備される

傾向にある。 

 

評価ガイドライン 

 

オープンエンド型ビークルの持分の引き受けおよび償還の仕組みの重要性に鑑みて、適用されて

いる評価原則および会計原則に特に注意を払わなければならない。これらの評価原則および会計

原則は規約に明確に定め、そのような評価の頻度を含め、潜在的な投資家に開示するものとする。

ビークルはINREV NAVの計算および開示に関するINREV NAVの方法論に従うものとする。規約

の中で持分の引き受け価格（入札価格）および持分の償還価格（募集価格）がINREV NAVとどの

ように関係しているか説明するものとする。 

 

意思決定の統治および意思決定における影響力 

 

規約には、ビークルの運営において社外役員や投資家に委任される統治や影響力の程度を定める。

ガイドラインのCG2.1.に定めるように、クローズドエンド型ビークルの場合、投資家はビークル

の運用期間を通じてビークルにコミットする傾向にあり、投資家は特定の決定に対する統治また

は影響力を求めることがある。しかし、ビークルの投資戦略がもはや自分の投資目的に合致しな

い場合、投資家はビークルからの出口の機会を持つとの想定に立つと、投資家に提供される統治

または影響力の程度は、オープンエンド型ビークルの場合に小さくなる。オープンエンド型ビー

クルの流動性は保証できないため、オープンエンド型ビークルの主要な投資家の権利を提供する

ことは優れたガバナンスを構成する。 

 

無過失解除条項 

 

マネジャーの説明責任のひとつの表れは、規約における、マネジャーの無過失解除を定める条項

の存在である。無過失解除条項は、クローズドエンド型ビークルに比べてオープンエンド型ビー

クルではそれほど一般的でない。というのも、マネジャーがこれ以上ビークルを運営することを

望まない投資家で、そのような仕組みが存在する場合にマネジャーの解除に投票すると思われる

投資家は、償還を通じてビークルからの出口を取ることができるからである。オープンエンド型

ビークルでは流動性が十分に存在しない場合もあるため、オープンエンド型ビークルにおいては、
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無過失解除条項は優れたガバナンスを構成する。 

 

マネジャーによる共同投資 

 

投資家の利益との調和のひとつの表れは、マネジャーが実行するインセンティブのひとつとして、

ビークルに重要な共同投資を行うマネジャーの存在である。マネジャーのビークル運営の姿勢に

ついて懸念を抱く投資家に対して、実証された出口の仕組みがあるならば、マネジャーによる共

同投資は、クローズドエンド型ビークルに比べてオープンエンド型ビークルでは投資家にとって

それほど重要でないことが多い。 

 

パフォーマンスフィーの条件 

 

投資家の利益との調和のひとつの表れは、マネジャーが投資家の利益を代表する形で行動するこ

とを動機付けるパフォーマンスフィー体系の存在である。パフォーマンスフィー体系はビークル

のリスクプロファイルに合致するように定めるものとする。オープンエンド型ビークルは通常、

オポチュニスティックビークルではなくコアビークルであり、マネジャーに対する報酬のバラン

スは、クローズドエンド型ビークルの場合に比べてより基本報酬のウェイトが大きい。また、入

札価格／募集価格の仕組みは、発生したが未払いのパフォーマンスフィーを考慮するものとする。 

 

利害衝突 

 

AIFMDに特有の要件：オープンエンド型のオルタナティブ投資ファンドを運用するオルタナティ

ブ投資ファンドマネジャーは、投資の償還を希望する投資家と、オルタナティブ投資ファンドへ

の投資を維持することを希望する投資家の間の利害衝突、およびオルタナティブ投資ファンドマ

ネジャーの流動性の低い資産への投資へのインセンティブと、オルタナティブ投資ファンドの償

還方針との間の衝突を特定し、管理し、監督するものとする。 

4.4. ツールおよび事例 

 

コーポレートガバナンスの自己評価ツールおよび、コーポレートガバナンスガイドラインへの準

拠方針の事例は、INREVのウェブサイトで入手することができる。 

 

4.4.1. ツール - コーポレートガバナンスの自己評価ツール 

 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 
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4.5. Q&A 

 

オルタナティブ投資ファンドの取締役会は、任命されたオルタナティブ投資ファンドマネジャー

の活動やコンプライアンスレベルをどの程度監視すべきか？ 

 

このシナリオは通常、AIFMDの範疇にあるオルタナティブ投資ファンドが外部のオルタナティブ

投資ファンドマネジャーをマネジャーに任命する場合に発生する。この場合、オルタナティブ投

資ファンドの取締役会がマネジャーに委任する重要な活動が多く存在するが、オルタナティブ投

資ファンドの取締役会は、オルタナティブ投資ファンドマネジャーがそのような職務を適切かつ

法的要件および規制要件に準拠して実行するよう取り計らうためにそうした活動を監視しなけれ

ばならない。 

 

オルタナティブ投資ファンドマネジャーに委任される重要な職務にはポートフォリオの運用およ

びリスク管理が含まれなければならず、事務およびマーケティングが含まれることも多い。例え

ば、オルタナティブ投資ファンドマネジャーはオルタナティブ投資ファンドの取締役会がその職

務を履行する上でサポートを提供する場合がある。またオルタナティブ投資ファンドマネジャー

は一般的にオルタナティブ投資ファンドの代わりに、保管人や監査人などの主要なサービスプロ

バイダーの関係を特定し、管理する。またAIFMDに従って、任命されたオルタナティブ投資ファ

ンドの代わりに、オルタナティブ投資ファンドの資産および債務の評価を管理する責任を負う。

明らかに、オルタナティブ投資ファンドの取締役会は、オルタナティブ投資ファンドマネジャー

の有能さやパフォーマンスに満足しなければならず、通常、この目標に従ってオルタナティブ投

資ファンドマネジャーに関するデューディリジェンスをある程度実行する。 

 

このデューディリジェンスの役割には2つの主要な要素が存在する。 

• 当初デューディリジェンス 

• 継続的なデューディリジェンス 

 

当初デューディリジェンスおよび継続的なデューディリジェンスはいずれも文書化するものとす

る。 

 

当初デューディリジェンス 

 

オルタナティブ投資ファンドマネジャーを任命する前にオルタナティブ投資ファンドの取締役会

は、当初デューディリンスを行うものとのとする。当初デューディリジェンスは何よりもまず、

提案されたオルタナティブ投資ファンドマネジャーが委任される職務を遂行する能力、および

AIFMDの要件に準拠する能力を評価するものとする。 

 

オルタナティブ投資ファンドの取締役会の主要な指標のひとつは、関連する監督当局によると認
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可と監視である。オルタナティブ投資ファンドが考慮する他の標準的な要因には次のものがある。 

 

• オルタナティブ投資ファンドの活動および経験の範囲 

• 取締役会、上級経営陣、ポートフォリオマネジャーおよびリスクマネジャーなどの重要な

従業員の知識、技能、経験および評判 

• 人的インフラおよび技術インフラを含む、オルタナティブ投資ファンドの組織、およびリ

スク管理機能、コンプライアンス機能、内部監査機能の統治の取り決め 

• 委任の取り決め、オルタナティブ投資ファンドマネジャーの適切なデューディリジェンス

能力および継続的な監視能力を行う能力 

• オルタナティブ投資ファンドの株主の身元および性質 

• 価値声明または行動規範、およびこれらの実践方法 

• リスク管理機能とポートフォリオ運用機能の分離 

• 内部鑑定人と外部鑑定人の独立性 

 

実際的な観点から、オルタナティブ投資ファンドマネジャーのAIFMDの要件に準拠する能力を評

価する際に、オルタナティブ投資ファンドの取締役会を支援するために、オルタナティブ投資フ

ァンドマネジャーは、オルタナティブ投資ファンドの取締役に、監督当局への承認申請書および

／または組織構造、方針、手続きを記したハンドブックの全部または一部を提供することができ

る。 

 

継続的なデューディリジェンス 

 

オルタナティブ投資ファンドマネジャーが、委託された職務を実行する能力を継続して有してい

るかどうか、AIFMDの要件に従う能力を継続して有しているかどうかを評価するために、オルタ

ナティブ投資ファンドの取締役会は継続的なデューディリジェンスを実施するものとする。継続

的なコンプライアンスの観点から、オルタナティブ投資ファンドマネジャーはオルタナティブ投

資ファンドの取締役会に、以下の1つ以上をカバーする報告書を提出するものとする。 

 

• リスク管理。まず何よりも、投資家に開示されるオルタナティブ投資ファンドのリスクの

制限およびリスクプロファイルへの準拠に関するKPI。 

• 規制要件への準拠。特に、オルタナティブ投資ファンドのコンプライアンスに関するKPI

を含む。 

• まず何よりも、リスク管理、リスクコントロール、統治システムが意図したとおりに機能

しているかどうかを示す内部監査報告書。 

 

通常、これらの報告書はいずれもオルタナティブ投資ファンドに特有のものである。いずれの場

合も、報告書には、現在または以前の報告書の中で特定された問題点に対する救済措置を記載す

るものとする。オルタナティブ投資ファンドの取締役会は、オルタナティブ投資ファンドの活動
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に関して適切な頻度で（少なくとも年1回）、これらの報告書を受領するものとする。 

 

さらに、オルタナティブ投資ファンドが監査人、保管人のような重要なサービスプロバイダーを

任命する場合、または代表者を提供する場合、およびオルタナティブ投資ファンドの報告書およ

び決算を承認する場合、オルタナティブ投資ファンドは、オルタナティブ投資ファンドマネジャ

ーの多くの意見表明（アウトプット）の主要な機能からの情報に依拠している。そのような依拠

はオルタナティブ投資ファンドマネジャーからオルタナティブ投資ファンドへの報告書および表

明に正式に組み込まれることができる。 
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5. モジュール 2 - 報告 

5.1. イントロダクション 

 

原則としてマネジャーは、ビークルの特徴、ビークルのパフォーマンスに関する解説、関連する

KPIの分析をはじめとする基本データを毎年報告するものとする。年次報告は、投資家にビークル

の投資戦略、リスク方針、エクスポージャー、およびマネジャーが事業目的および事業方針にい

かに準拠しているかを報告するものである。 

 

年次報告は、ビークルの当該年におけるパフォーマンスおよび活動の年間レビュー、関連する

GAAPに従って作成された財務報告書で構成されるのが一般的である。年次報告書に加えて、マ

ネジャーは中間報告書を投資家に提供するものとする。中間報告の頻度および詳細レベルはファ

ンドの資料に定義するものとする。投資家に中間期間におけるビークルの活動およびフォーマン

スの最新状況を投資家に伝えることを一般的に目的とし、ビークルの組織、ガバナンス、リスク

プロファイルに重要な影響を及ぼす、または重要な影響を及ぼしうる重大な変更について詳細を

伝えるものとする。中間報告に加えて、ガイドラインの範囲外であり、より多くの頻度（例えば、

毎月1回）で作成される投資家に最新状況を伝える「フラッシュ」レポートといった非公式なツー

ルも存在する。 

 

定量的データおよびKPIは標準データデリバリーシート（SDDS）に定義されるように、これらの

ガイドラインに従って行われる投資家への報告にとって不可欠なものであり、そうした情報は投

資家への報告書に盛り込むものとする。このデータは（SDDSのテンプレートを用いて）年次報

告書または中間報告書への附属書類あるいはマネジャーの嗜好に応じて報告書そのものの該当す

るセクションに盛り込んで提示することも可能である。 

 

便宜上、報告ガイドラインは以下のセクションに分類される。 

 

- 報告内容および報告頻度 

- ビークルの一般情報、組織およびガバナンス 

- 資本構造とビークルレベルのリターン 

- マネジャーの報告 

- 不動産レポート 

- 財務／ファイナンス・リスク管理 

 

投資家への年次報告書および中間報告書には、適切な一般に認められた会計原則に基づいて作成

された監査済み年次財務諸表または中間財務諸表の要約版が含まれることがある。ファンドマネ

ジャーは監査済みの財務諸表とともにINREV報告開示を単一のパッケージとして、あるいはそれ
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ぞれ別々の書類として自由に提出することができる。中間期ごとに投資家に完全な財務諸表を提

供することを選択するマネジャーも存在する。そのような財務諸表にはこれらの報告ガイドライ

ンによって開示が義務付けられた一部の情報が含まれていることがあり、必要に応じて参照する

ことができる。当該財務諸表に記載された情報は、年次報告または中間報告の中に記載された情

報と全体的に整合性が取れているものとする。 

 

報告ガイドラインは投資家の報告書の内容に照準を定めているが、そのような報告書の体裁やフ

ォーマットについて規定はない。 

 

INREVのSDDSは、自身のシステムにデータを容易にアップロードすることができるフォーマッ

トで要求される主要な税務管理情報を投資家に提供する標準的なデータツールである。各報告要

件は当該SDDSデータを参照しており、年次報告および中間報告の内容との関係を示している。 

 

報告の原則およびガイドラインを以下に示す。頻度の欄はガイドラインが年次報告要件または中

間報告要件のみであるかどうかを示している。適切な場合は、理解の助けとして、追加説明が提

供される。また、ツールや事例のセクションには、負債およびデリバティブの開示説明、自己評

価ツールの報告、SDDSのテンプレート、サスティナビリティレポートの事例、キャピタルコー

ルや分配金の報告が含まれている。 

 

5.2. 原則 

 

P.9. 年次報告および中間報告は整合性があり、透明性が高く、投資家に有意義な情報を提供する

ものとする。 

 

P.10. マネジャーの報告には、ビークルの全体的なパフォーマンスの理解を得るのに適切な情報、

および将来的なパフォーマンスに影響を及ぼし得る要因に関する情報を含めるものとする。 
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5.3. ガイドライン 

 

5.3.1. 報告の枠組みに関するファンドの資料 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

FD.19. 投資家向けの、監査済みおよび未監査の財務諸表、運用報告書

の提出の根拠、頻度、時期をファンドの資料に規定するものとする。 

マネジャーは年次報告書に加え、少なくとも1回中間報告書を投資家に

提供するものとする。 

  

FD.20. 年次報告に関しては、11.1の定義にまだ記載されていない条件

やKPIを定義する。 

X  

 

5.3.2. 報告書の内容と頻度 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

RG.1. SDDSに記載された定量的情報は、INREVが推奨するSDDSのテ

ンプレート、または投資家への年次報告書または中間報告の中で開示

されたものを用いるものとする。 

X X 

RG.2. 投資家への年次報告書の中で提供する財務諸表は監査済みの

ものとする。 

X  

RG.3. 投資家への年次報告書および中間報告書の全体的なパッケー

ジの要素は、どのような構成であれ、内部的に整合性が取れたものと

する。 

 

例えば、マネジャーの報告書、不動産レポートその他の報告書の中で

提示された情報は、SDDSのテンプレートと別々の場合は、財務諸表

の情報と整合性が取れたものとする。また、投資家への中間報告に含

まれた情報の作成の根拠は、投資家への年次報告書と整合性が取れた

ものとする。いかなる相違や例外事項も説明するものとする。 

X X 

RG.4. 通期の監査済み財務諸表を投資家に提出するものとする。これ

には次のものが含まれる。 

 

- 貸借対照表 

- 損益計算書 

- 持分変動計算書 

X  
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- キャッシュフロー計算書 

- 財務諸表の注記 

 

SDDSの参照： 

1.13 会計基準、1.15 ファンドの監査人、3.3 出資資本の純額、3.4 現

金および現金同等物、3.5 発行済み持分数、セクション11. マネジャ

ーおよび関係者に支払う報酬の詳細 

RG.5. 中間財務諸表の要約を投資家に提供するものとする。 マネジ

ャーおよび投資家は中間財務諸表のフォーマットについて合意するも

のとする。 

 X 

RG.6. 中間報告については、年次報告で使用したのと同じ用語集およ

びKPIを用いる。新たな用語またはKPIが使用される場合は、マネジャ

ーはそれらを明示的に定義するものとする。 

 

SDDSの参照： 

RG.4と同一 

 X 

RG.7. 年次報告では、ビークルのINREVへの全体的な準拠状況を説明

する。 

 

その際、モジュールごとにINREVガイドラインへの準拠レベルを開示

する。必要に応じて、関連する説明、調整、計算を含める。 

 

経営陣（例えば、INREVコーポレートガバランスの枠組みが採用され

ていない場合）および／またはコーポレートガバナンスを担当する社

外役員はこの報告書およびその根拠をレビューするものとする。 

X  

RG.8. 中間報告では、INREVの中間報告ガイドラインへの準拠レベル

を開示する。報告要件への準拠レベルの詳細な説明のために、年次報

告にも言及するものとする。 

 

経営陣（例えば、INREVコーポレートガバナンスの枠組みが採用され

ていない場合）および／またはコーポレートガバナンスを担当する社

外役員は報告書およびその根拠をレビューするものとする。 

 X 

RG.9. 中間報告は年末の投資家報告書とあわせて読まれるものであ

ることを発表する。 

 X 
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5.3.3. ビークルの一般情報、組織、およびガバナンス 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

RG.10. ビークルの特徴に関する一般的な情報には、まず何よりも、

名称、本拠地、法的形態、ビークルの種類（INREVのビークルの種類

の定義を参照のこと）、ビークルの仕組みの説明、ビークルの通貨、

ビークルの年度末が含まれる。 

 

SDDSの参照： 

1.1 ファンドの名称、1.7 ファンドの管轄、1.8 ファンドの法的仕組み、

1.9 オープンエンド型またはクローズドエンド型、1.12 報告の通貨、

1.16 年度末 

X 重要な変更

を説明する 

RG.11. ビークルの連絡先。 

 

SDDSの参照： 

1.3 問合先情報と1.4 電話番号 

X 重要な変更

を説明する 

RG.12. ビークルのガバナンスの枠組みおよび管理・運営組織を説明

する。例えば、オルタナティブ投資ファンドマネジャー、管理者、受

託者、保管人、ジェネラルパートナー、リスクマネジャー、投資アド

バイザー、ポートフォリオマネジャー、資産運用業者、不動産管理者、

鑑定人、その他主要な機能を必要に応じて特定する。 

 

SDDSの参照： 

1.2 マネジャー 

X 重要な変更

を説明する 

RG.13. 独立役員および投資家、その他特別委員会の利用などのビー

クルのガバナンスの枠組みおよび監督の枠組み、および運営方法を特

定し、考察する。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.14. INREVコーポレートガバナンスのベストプラクティスの採用

レベルを説明する。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.15. 年次報告および中間報告に、ファンドの資料で定めるコーポ

レートガバナンスの枠組みへの準拠レベルを説明するものとする。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.16. ビークルの戦略についての簡潔かつ詳細な概要を提出する。 

 

SDDSの参照： 

1.10 ファンドの種類、1.11 INREV種類の分類の定義に従ったファン

ドの種類 

X 重要な変更

を説明する 

RG.17. ビークルの運用期間における主要な出来事の日付を説明する X 重要な変更
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（ビークルの期間、投資期間、クロージング日等）。 

 

SDDSの参照： 

セクション2 重要な日付 

を説明する 

RG.18. 主要な出来事の背景におけるビークルの投資の段階（セクタ

ー別／地域別）を説明する。 

 

SDDSの参照： 

RG.17と同一 

X 重要な変更

を説明する 

 

5.3.4. 資本構造とビークルレベルのリターン 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

RG.19. 年次報告および中間報告では、ビークルの資本構造の変更を

開示するものとする。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.20. 表形式のフォーマットで、投資家のビークルへのコミットメ

ントと出資状況を開示する。特に以下を含めるものとする。 

 

- 実行されていないコミットメント 

- 運用期間中に実行したコミットメント（基本的取引と連携するこ

と） 

- 運用期間中の資本のリターン／償還 

- 年度末後に記録したキャピタルコールまたは応募、ただし報告の発

表前とする 

- 報告書作成日の時点で受け取ったが処理されていない償還要求の

詳細、およびこれらの要求に応じる計画 

 

このほか、マネジャーは予想されるコミットメントの実行、資本のリ

ターン／償還、次の期間におけるキャピタルコールおよび償還の要求

を開示するものとする。マネジャーはこれらの見通しに用いられる前

提を含めることもできる。 

 

SDDSの参照： 

セクション12 資本出資の詳細、セクション14 持分資本のコミットメ

ント、セクション15 ビークル立ち上げ後の資本出資、セクション18 

ファンドの資本の流れ 

X  

RG.21. SDDSのセクション7に定義される主要な投資家のリターンお X X 
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よび関連する測定基準の概要と見解を示す（関連する比較目標、ベン

チマーク、指数等）。 

 

SDDSの参照： 

セクション7 パフォーマンス測定 

RG.22. 前年度末からの持分クラスの純資産価値および変化の詳細を

開示し、考察する（適切な会計純資産価値、取引純資産価値、INREV 

NAV）。 

X X 

RG.23. 期間中および年度末後に支払った分配金を開示し、考察する

（関連する不動産売却などの内在する取引との関連性）。 

 

SDDSの参照： 

セクション13 分配金、セクション16 ビークル立ち上げ以来の分配金 

X X 

RG.24. ビークルの報酬体系の資本構造への影響およびビークルレベ

ルのリターンの概要を示す（報酬の資本組み入れの手配など）。 

 

SDDSの参照： 

セクション11 マネジャーおよび関係者に支払う報酬 

X 重要な変更

を説明する 

 

5.3.5. マネジャーの報告 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

RG.25. ビークルのパフォーマンスに重要な影響を及ぼしている、ま

たは及ぼしうるマクロ経済要因の概要を示し、考察する。 

 

これには、経済成長要因、および新規賃貸物件、不動産供給、または

開発機会の有無に対するその影響などに関する情報を含めるものとす

る。このほか、税務・規制環境、および金利および融資条件の動きな

ど、借り入れ条件の重要な変更を含める。 

X  

RG.26. 期間中にビークルに影響を及ぼした重大な出来事、および貸

借対照表の日付から12か月間に予想される重大な出来事の概要を明

確に示した一覧。取得、売却、投資家への分配金、期間中の全体的な

融資または資本構造を含めたビークルの重要な活動の簡潔な説明を提

供する。 

X X 

RG.27. SDDSのセクション3.1、3.2、5に定義される、純資産価値、主

要な財務比率、評価結果、実現損益、運用実績に関連した情報などの、

関連するビークルレベルのKPIを参照し、期間中のビークルのパフォ

X X 
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ーマンスを分析する。 

 

SDDSの参照： 

3.1 総資産価値（GAV）、3.2 純資産価値（NAV）、セクション5 フ

ァンドの実績 

RG.28. マネジャーや関係者との報酬の取り決めの仕組みについて説

明し、見解を示す（関連する資本組込または支払計画、年度末の残高、

実現利益、未払い費用、支払い済み費用、または回収した費用を含む）。

発生額または未払額と、パフォーマンス基準の達成を関連付ける。該

当する場合、この説明には次の詳細を含めるものとする。 

 

- ビークルの運用手数料 

- 資産運用手数料 

- パフォーマンスフィー 

- 不動産管理手数料 

- 取得手数料 

- 売却手数料 

- 開発手数料 

- 融資手数料 

- その他関係者との報酬の取り決め 

 

必要に応じて、詳細については関連する財務諸表の開示に関する該当

するセクションを参照する。 

 

SDDSの参照： 

セクション11 マネジャーおよび関係者に支払う報酬 

X 重要な変更

を説明する 

RG.29. ビークルの純資産価値およびその計算の根拠を開示する。財

務諸表と純資産価値を調整するために行った調整の詳細を含め、かか

る純資産価値の決定にINREV NAVガイドラインをどの程度利用した

かを開示する。INREV NAVまたは他のNAVを決定する際に用いた判断

および想定も含めるものとする。 

 

SDDSの参照： 

セクション4 純資産価値とINREV NAVを一致させるための調整 

X 純資産価

値、方法論

および前提

への重要な

変更を開示

する 

RG.30. ビークルの実績に照らした現在のパフォーマンスについて考

察する（過去5年間のパフォーマンス等）。 

X  

RG.31. 年度末以降にビークルに影響を及ぼしたすべての重大な後発

事象を説明し、関連する場合はビークルのパフォーマンスに対する影

X X 
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響について見解を示す。 

RG.32. 予見可能な未来におけるビークルの事業における考え得る進

展を説明し、ビークルの目的の全体的な達成にどのように調整するか

を説明する。 

X  

RG.33. ビークルの運用およびパフォーマンスに影響を及ぼす、また

は影響を及ぼし得る潜在的なまたは実施された規制面の変更の影響を

説明する。 

X  

RG.34. 期間の実績に影響を与える一回限りの重大な出来事に関する

説明と見解を示す。この開示は、例えば、清算に関連する費用、取引

中止費用、一回限りの不動産関連費用、その他の特別な事項または例

外的な事項を説明し、見解を示す。 

X X 

 

5.3.6. 不動産レポート 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

RG.35. 稼働率レベル、入居エリア別テナントプロファイル、平均賃

料、賃貸または売却した新規開発不動産の割合など、ビークルの投資

不動産ポートフォリオの現在の進展を説明し、見解を示す。 

 

SDDSの参照： 

9.4 資産の数、9.10 2年未満の賃貸契約の終了、9.11 加重平均賃貸契

約の残存期間 

X X 

RG.36. 期間中における重大な取得または売却の事業的根拠、および

ビークルの財政状態および実績に対する影響を説明する。 

 

SDDSの参照： 

セクション8 投資活動、 5.10 未実現損益、5.11 実現損益 

X X 

RG.37. 中間報告では、セクター別および地理別にポートフォリオ配

分の概要を示す。 

 

SDDSの参照： 

ポートフォリオ配分シート 

 X 

RG.38. 年次報告では、セクター別および地理別にポートフォリオ配

分の概要、およびビークルの投資戦略に照らして見解を示す（SDDS

に記載された詳細なポートフォリオ配分シートに言及する）。 

 

SDDSの参照： 

X  
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ポートフォリオ配分シート、取得／売却件数、取得／売却額（8.1、8.2、

8.4および8.5） 

RG.39. 投資不動産、建設中の不動産、土地および賃貸借に用いる不

動産評価方法の概要を示し、見解を示す。これには、使用した方法論、

および利回り、ディスカウントレート、資本化比率などの主要な市場

データや前提に関する情報を含める。想定した売却シナリオ、想定し

た資本支出、譲渡税の扱いなど、不動産評価で使用した特定の前提ま

たは特殊な前提を説明する。 

 

SDDSの参照： 

1.17 英国王立チャータード・サーベイヤーズ協会（RICS）の規則へ

の準拠、9.1 投資・開発ポートフォリオの合計適正価額、9.2 投資ポ

ートフォリオの適正価額、9.3 NOI 利回り、9.5 ファンド資産の総賃

貸可能面積 

X 重要な変更

を説明する 

RG.40. 独立外部評価の対象となる不動産ポートフォリオの割合、お

よび鑑定人の名称および資格、かかる評価の実施日を開示する。これ

には、鑑定人の報告書の中で開示されるすべての修正および留保の詳

細を含める。 

 

SDDSの参照： 

資産の3.6%については外部機関による評価、資産の3.7%については内

部による評価 

X  

RG.41. 市場価格および今期および前期に保有していた物件の賃料収

入についての同一条件での動きの分析を提示する。 

X  

RG.42. セクター別／地理別による、賃料の伸びおよび予想される賃

料の価値の変動についての見解を示す。提供された市場データはビー

クルに特有の行動に関連があるものとする。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.43. インセンティブ、フリーレント期間、テナント改善プログラ

ム、新しい賃貸借契約条件における市場動向への言及により予想され

る将来の変更など、賃貸契約更改の最新動向を説明する。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.44. 空室率の進展状況およびビークルのパフォーマンス、将来の

見通しに及ぼす影響の概要および見解を示す。 

 

SDDSの参照： 

9.6 ビークルの資産の純賃貸可能面積、9.7および9.8 空室、9.17 上位

10テナント 

X 重要な変更

を説明する 

RG.45. 不動産利回りの推移を説明する（セクター別および地理別

等）。 

X 重要な変更

を説明する 
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SDDSの参照： 

9.3 NOI利回り 

RG.46. 適切な場合、その他主要な不動産情報の進展を説明する（セ

クター別および地理別等）。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.47. 賃貸集約リスクを特定し、見解を示す（予想される賃貸価値

別または実際の賃貸価値別）。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.48. 不動産運用コストレベルの説明および見解を示す。重大な場

合、ビークルのパフォーマンスに関係するサービス料の回収、不良債

権の清算、その他不動産運用コストなどの特定の要因の影響を説明す

る。 

X X 

RG.49. 重要な場合、とりわけ、投資戦略、開発パイプライン、開発

完了段階、住戸の販売状況および賃貸戦略に言及し、ビークルの開発

活動の影響を説明する。 

X X 

RG.50. 既存物件の期間における、改修、拡張、修繕などの計画また

は実行中の重大な資本支出プログラムを説明し、定量化する。 

 

SDDSの参照： 

8.3 資本出資額 

X X 

RG.51. 期間中に実行中の不動産開発の額を定量化する。これには、

完了した不動産の件数の詳細、および期間中に投資不動産に譲渡また

は売却された不動産の件数を含む。開発コスト、関連するコミットメ

ント、開発中の不動産の会計方法を含む。 

 

SDDSの参照： 

9.11 開発ポートフォリオの適正価額、9.12 総資産価値（GAV）に対

する現在の開発エクスポージャーの比率、9.13 将来の開発プロジェク

トへ投資されるまだ実行されていないコミットメントの予想される割

合、9.14 開発ポートフォリオコスト 

X X 

RG.52. 合弁事業および共同投資におけるビークルのポジションを説

明し、定量化する。とりわけ、かかるポジションの会計方法、ビーク

ルの全体的な財務プロファイルおよびリスクプロファイルへの影響、

事業展望の詳細を含める。 

X X 

RG.53. 他のビークル、上場証券、その他の資産のポジションなどの

不動産以外の投資商品から得られるリターンの概要を示し、見解を示

す。 

X X 
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5.3.7. リスク管理 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

RG.54. ビークルが直面する主要なリスクを説明する。かかるリスク

へのビークルの現在のエクスポージャーを説明し、分析する。とりわ

け、主要なリスクには次のものが含まれる。 

 

- 市場リスク（利回りの動き、賃料収入、無効化等） 

- 信用リスクと取引相手の信用リスク（テナントの債務者、金融機関

等へのエクスポージャー） 

- 流動性リスク（債務満期、約束の違反、償還要求、将来的な契約上

のコミットメントへの融資等） 

- 金利リスク（変動金利債務または固定金利債務へのエクスポージャ

ー） 

- 為替リスク（ヘッジ戦略とヘッジなしのエクスポージャーの詳細

等） 

- 運用リスク（税、規制、主要人員、サービスプロバイダーまたは主

要助言者への依拠等） 

 

外部からの収支とは別に、株主融資へのエクスポージャーを分析する

ものとする。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.55. リスク管理機能の全体的な組織を説明し、主要なリスクおよ

び不確実性へのエクスポージャーを監視し、軽減する主要な方針およ

び手順に言及する。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.56. 現在のエクスポージャーに言及することにより、リスク管理

方針への準拠レベルを説明する。また、具体的な違反および救済計画

に関する見解を示す。 

X 重要な変更

を説明する 

RG.57. 表形式のフォーマットで、ビークルの全体的な財務構造の詳

細を説明する。これには、財務コスト、安全措置、リコースの取り決

め、満期、金利、融資償却条件を含める。 

必要に応じて財務諸表の開示に言及する。 

 

SDDSの参照： 

セクション6 財務 

X 重要な変更

を説明する 

RG.58. 全体的な戦略および将来展望に言及することにより、ビーク

ルの全体的な財務構造に関する見解を示す。かかる見解は、当該期間

または予見可能な未来における重大な新規債務の取り決め状況、債務

X 重要な変更

を説明する 
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の期限前弁済、債務再編プログラムに関する情報を提供するものとす

る。 

 

SDDSの参照： 

セクション6 財務 

RG.59. ビークルおよび特別目的事業体（SPV）の現在の主要な財務

比率を説明し、見解を示す。インタレストサービスカバレッジ比率、

不動産レベルLTV、ギアリング比率、ビークルのかかる比率への一般

的なレベルの準拠など。 

 

SDDSの参照： 

セクション6 財務 

X 重要な変更

を説明する 

RG.60. デリバティブ金融商品の利用およびビークルのパフォーマン

スへの影響を説明し、見解を示す。主要な条件および適正価額、なら

びに財務諸表や純資産価値における取り扱いを開示する。 

 

SDDSの参照： 

セクション6 財務 

X 重要な変更

を説明する 

RG.61. ビークルの財務構造、キャッシュバランス、市況の変化等に

言及することにより、ビークルの全体的な金融収入および金融費用を

説明し、見解を示す。 

 

SDDSの参照： 

セクション6 財務 

X 重要な変更

を説明する 

 

5.3.8. その他の開示要件 

 

 頻度 

 年次報告 中間報告 

VAL.15. 例外的な状況下では、外部不動産鑑定人が定めた不動産評価

におけるマネジャーの乖離を明確に説明し、開示しなければならない。 

 

市場価値パラメーターについてマネジャーと不動産鑑定人の見解が異

なる場合、これらのパラメーターを明確に説明し、開示しなければな

らない。これらの乖離および意見の相違の発生は極めて稀であると予

想される。特に、オポチュニスティック投資の場合は、マネジャーと

外部鑑定人は特定の出来事の発生可能性について異なる意見を持つこ

とがある（それは例えば、マネジャーは政府機関、潜在的な買手また

X X 
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はテナントと協議中であることによる）。 

 

もう一つの乖離の発生例として、価値の変化に関する意見の相違に関

連するものがある（外部評価が実際に行われた日から、報告書が作成

された日までに相当の開きがある場合）。 

 

いかなる状況であれ、評価調整を行う際に、経営陣は適切な内部手続

き（エスカレーション評価を含む）に従うものとする。 

NAV.3. INREV NAVの開示要件 

マネジャーは、純資産価値計算に関連した以下の開示を行うものとす

る。 

 

- GAAP NAVとINREV NAVの間の調整は、ガイドラインNAV 2に従

って行うものとする。 

- マネジャーは、投資家がGAAP NAVとINREV NAVの間の調整の構

成要素を理解できるように、重要な推定・計算方法を説明するもの

とする。 

- 調整の注記では主要な前提、使用した方法を説明するものとする。

特に以下を説明するものとする。 

- 特定の株主の融資またはハイブリッド資本商品の持分の構成要

素としての再区分の根拠 

- 投資不動産、自ら建設または開発した投資不動産、ファイナン

ス・リースに基づいてテナントに賃貸している物件、売却目的

で保有している投資物件、在庫として抱えている不動産の適正

価額の決定の根拠 

- その他の不動産資産への投資の推定の根拠 

- 非連結間接投資の適正価額の決定の根拠 

- 金融資産および債務の適正価額の計算に用いられる方法論の詳

細 

- 第三者との建設契約の適正価額の推定の根拠 

- 契約手数料の適正価額の推定の根拠 

- 繰延税金の適正価額およびINREV NAV調整の税効果の推定に

用いられる前提の詳細。かかる開示は税構造の概要を示す。不

動産保有構造の詳細、特定の国における繰延税の推定に用いら

れる主要な前提および広範なパラメーター、資産の売却のみを

前提として推定された繰延税の最大税額（意図する売却方法を

考慮しない）、および用いられるおおよその税率等。 

- ネガティブエクイティ（ノンリコース）を有する子会社の簿価

X 方法論およ

び前提への

重要な変更

を説明する 
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に調整を加える根拠 

- 国際会計基準（IFRS）に基づき、投資不動産の適正価額は、不

動産を売却する際に売手が負担する費用を考慮に入れていな

い。IFRSと同様に、売却を目的として保有する場合を除き、

INREVガイドラインではかかるコストの引当金を含めるための

調整は必要としていない。ただしマネジャーは、現在の市場環

境において強要によるものでない出口を想定して、意図する出

口方法を考慮の上、不動産の売却時に発生するとみられる売却

費用額を推計し、開示するものとする。 

- 設立費用 - 該当する場合、減損を計上し、その理由を説明する。 

- 設立費用 - 該当する場合、5年間の償却期間からの乖離の理由

を説明する。 

- 取得費用 - 該当する場合、減損を計上し、その理由を説明する。 

- 取得費用 - 該当する場合、5年間の償却期間からの乖離の理由

を説明する。 

FM.9. 年次報告の中で、測定基準の計算の構成要素を開示するものと

する。 

X  

FM.10. マネジャーが請求する手数料の全構成要素の分析を示す開示

表を提示するものとする。これには、パフォーマンスフィー、成功報

酬、その他類似の取り決めの要素、またマネジャーの他の関係会社ま

たは関係者による、その他の類似の取り決めを含める。 

 

手数料・費用測定基準モジュールを参照のこと。 

 

SDDSの参照： 

5.13.1 総経費率（TER）- 純資産価値（NAV）（パフォーマンスに対

して支払ったまたは発生した金額を除く）、5.13.2 総経費率（TER）

- 総資産価値（GAV）（パフォーマンスに対して支払ったまたは発生

した金額を除く）、5.13.3 総経費率（TER）- 純資産価値（NAV）（パ

フォーマンスに対して支払ったまたは発生した金額を含む）、5.13.4 

不動産経費率（REER）、セクション11 マネジャーおよび関係者に支

払った手数料 

X  

FM.11. 以下の表に記載された情報は年次報告の中で開示するものと

する。 

 

手数料・費用測定基準モジュールを参照のこと。 

X  
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5.4. ツールおよび事例 

 

下記セクションには、債務およびデリバティブ開示注釈書、  自己評価ツール、SDDSのテンプ

レート、サステナビリティ報告例、キャピタルコールおよびディストリビューションをはじめと

する、ツールおよび事例を記載する。 

 

5.4.1. ツール - 債務およびデリバティブ開示注釈書 

 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 

 

5.4.2. ツール - 標準データデリバリーシート 

 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 

 

5.4.3. 事例 - サステナビリティ報告の推奨 

 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 

 

5.4.4. 事例 - キャピタルコールおよびディストリビューション 

 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 

 

5.5. Q&A 

 

質問 

詳細な四半期報告書または半期報告書を投資家に提供している場合、マネジャーはいかにして中

間報告要件および年次報告要件を適用すべきか？ 

 

回答 

INREVの報告ガイドラインは、投資家に提出する報告書の体裁よりも内容に焦点を当てている。

多くのマネジャーは最終四半期または半期の注釈を含む完全な年次報告書とともに、3～4回の四

半期中間報告書または1回の半期報告書を作成する。これらの中間報告書は要約版であることが期

待されるが、マネジャーの裁量により年次報告要件に定められたすべての開示を含めることがで

きる。報告ガイドラインには、投資家に提出する報告書の最低要件が示されている。 

 

状況に応じて、マネジャーは別途提供する年次財務諸表とともに、4回の四半期報告書または2回

の半期報告書を投資家に提出する。これらの報告書には中間報告要件および年次報告要件に定め
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られたすべての開示事項が含まれており、従ってその要件を遵守している。その場合、財務諸表

が添付されている年次報告書には詳細な中間報告書で提示された情報の概要のみ記載される場合

がある。 
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6. モジュール 3 - 不動産評価 

6.1. イントロダクション 

 

不動産評価は、かなりの程度まで、ビークルのパフォーマンスおよび純資産価値（NAV）を強化

する。運営およびパフォーマンスフィーは、多くの場合、直接的または間接的に不動産評価に連

動している。それゆえ、投資家の観点から見ると、ビークルから基本となる不動産評価に対する

一貫性があり透明性の高いアプローチに基づく情報を受け取ることが重要である。アナリスト、

貸出銀行、市場参加者をはじめとする他のステークホルダーも、この根拠に基づいて作成された

評価に関心を示すかもしれない。 

 

これらのガイドラインの目的は、パフォーマンス測定、ビークルの評価および報告に用いること

ができる、不動産評価に対する共通のアプローチを定義することである。 

 

評価ガイドラインは、投資家の観点から見た最低限の要件と見なされるものとする。不動産評価

に対する投資家の要件は一般的にビークルの様々な種類間で異なることがないため、オープンエ

ンド型ビークルやクローズドエンド型ビークルを対象とするベストプラクティスは区別されてい

ない。例えば、報告目的で行う外部不動産評価の頻度はビークルの性質や種類に必ずしも左右さ

れない。  

 

これらのベストプラクティス要件は、単位価格表示を目的とする不動産評価に関する推奨または

ガイダンスを提供することを目指すものではない。 

 

不動産評価の原則およびガイドラインを以下に記載する。必要に応じて、理解を深めるために、

追加説明を提供する。 

6.2. 原則 

 

P.11. 不動産評価は、規制に従って有資格の専門的な鑑定人によって行われる、信頼性の高い、

一貫性のある独立したものであり、透明性の高い形で投資家に報告されるものとする。 

 

6.3. ガイドライン 

 

6.3.1. 評価の枠組みに関するファンドの資料 

 

FD.21. ファンドの書類には、評価の規則や手順の詳細、査定の困難な資産の鑑定に用いられる方
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法を含む価格設定の方法論、およびビークルの重要な資産と債務のすべてに関する評価の頻度を

記載するものとする。 

 

6.3.2. 鑑定人および関連事項 

 

VAL.1. 外部鑑定人は独立していなければならない。外部鑑定人の独立性を損なう可能性のある他

のサービスが外部鑑定人によって提供される場合には、その旨を開示しなければならない。 

 

不動産の鑑定に携わる外部鑑定会社が融資、不動産ソーシング、売却または取得に携わっている

かまたは最近携わったことがある場合、あるいは企業が外部評価に加えて他のサービスに対して

多額の手数料を手にした場合には、これらのサービスの説明を含め、適切な開示を行うものとす

る。 

 

VAL.2. 外部鑑定人は、不動産評価を行うための適切な専門的な資格および能力を有していなけれ

ばならない。 

 

外部鑑定人は、現地および／または国際的な専門的評価認証を有しているものとし、また意図す

る目的に関して関係国で評価の行うことに対して認可または規制を受けるものとする。また必要

な能力レベルを備え、不動産評価を実施するために、該当する市場の知識および経験を有してい

るものとする。 

 

外部鑑定会社は、力量と、組織全体および主要な従業員を通じて専門知識を維持していることを

示すものとする。 

 

また、鑑定人は、現地および／または国際的な専門的評価認証によって規制されることが重要で

ある。一例として、英国王立チャータード・サーベイヤーズ協会（RICS）の鑑定人登録を通じた

規制が挙げられる。 

 

上述の原則から乖離する場合には、詳細な開示と説明を行うものとする。 

 

VAL.3. 外部鑑定会社の継続任命または再任のレビューは定期的に行い、少なくとも3年に1度行

うものとする。 

 

外部鑑定会社の評価は継続的に行われる。外部鑑定会社が評価を行う上で最適な鑑定人となるよ

うに、少なくとも3年に1度、正式な評価を行うものとする。評価の結果、外部鑑定会社の任命を

交代制とする場合がある。評価には、外部鑑定会社が申し立てに対して適切な保険が掛けられて

いるかどうかの評価も含まれる。交代制を採用する場合、外部鑑定会社の間にいかなる関係もな

いものとする。 
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INREVコーポレートガバナンスの枠組みに記載されている行動規範を参照する。 

 

VAL.4. 外部鑑定人の評価手数料は、評価の結果と直接関係しないものとする。 

 

また、鑑定人は評価対象の持分を所有してはならない。実行された評価委託業務に対する報酬が

年間の売上高全体のかなりの額を占めることがあってはならない。 

 

6.3.3. 評価プロセス 

 

VAL.5. 全物件について、1年に少なくとも1回は外部不動産評価を行わなければならない。 

 

外部不動産評価は、一般的に次のものに対して必要となる。 

 

- （法定）財務報告 

- 株主その他のステークホルダーに対する運用報告 

- パフォーマンス測定および（インセンティブ）報酬の決定 

- 規制当局 

- 金融／債務および継続的な融資約定条項への準拠の確保 

- 企業の取得および企業価値の評価 

 

年に1度行う不動産評価は、すべての不動産についての評価を一度に行う必要があることを示すも

のではなく、また必ずしも年末に行う必要もない（それがベストプラクティスではあるが）。ビ

ークルの特定の報告要件に従って、外部評価または内部評価がより頻繁に行われる場合がある。 

 

外部鑑定人の専門的評価基準ではすでに現場調査が義務付けられているが、この点についてマネ

ジャーに部分的な責任を負わせるため、この要件を本書にも含めた。 

 

さらに、大規模ポートフォリオについては、専門的な判断に基づいて、外部鑑定人は住戸や倉庫

のポートフォリオなど、同質のリスクプロファイルを有する物件の現地調査について、3年間の循

環ベースで、交代制の原則を用いることを検討する場合がある。外部鑑定人が交代制の原則を適

用する場合、マネジャーはこのアプローチが妥当なものであることを確保しなければならない。 

 

新規取得物件および大規模な（再）開発活動が行われている物件は、その年の現地調査の調査対

象に含めるものとする。 

 

VAL.6. マネジャーは、外部鑑定人が適切な評価を行い、長期的な維持費および／または土壌汚染

コストなどの想定されるコストについて評価を行えるようにするため、包括的かつ適切で透明性
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のある情報を外部鑑定人に提供するようにしなければならない。 

 

マネジャーは、外部鑑定人に不動産評価に関連がある情報を十分詳細に伝えるものとし、情報を

保留してはならない。不動産評価の決定に用いるためにマネジャーが提供する情報の種類や、外

部鑑定人が情報源の資料によって確認する情報の種類には、賃貸／賃料の記録の情報、付与され

たリース・インセンティブ、改修コスト、測定データ、不動産運用費用、固定資産税、および市

況、税制・規制の改正に関連するその他の情報が含まれる。 

 

マネジャーは、法的所有権（借地権、自由保有権）や何らかの制限、債務が価値評価に正しく反

映されるよう取り計らうものとする。 

 

マネジャーは、既知の環境問題の最新情報を外部鑑定人に提供するものとする。 

 

6.3.4. 評価 

 

VAL.7. 不動産の価値は、その市場価格または適正価額とする。 

 

国際評価基準委員会（IVSC）および欧州査定団体連合会（TEGOVA）は、市場価格を「各当事者

が豊富な知識をもって、慎重に、かつ強制されることなく行動して行った適切なマーケティング

後に、自発的な買手と売手の間の独立主体間取引において評価日に交換される不動産の推定額」

と定義している。国際会計基準（IFRS）第13号に基づく国際会計基準審議会（IASB）の 適正価

額の定義は、「測定日における市場参加者の間の秩序だった取引において、資産の売却時に受け

取る金額、または債務を譲渡する際に支払う金額」となっている。 

 

国際的な専門的評価基準に準拠するために、推定市場価格は、原則として未確定条項や特殊な前

提に基づかないものとする。特殊な前提や未確定状況はすべて適切に開示されるものとする。 

 

国際会計基準（IFRS）第13号に準拠するために、マネジャーは、市場価格の推定に用いられる主

要な前提を支える充分な市場の証拠（市場で入手可能な場合）と比較値が外部鑑定人から提供さ

れるよう取り計らうものとする。 

 

VAL.8. 鑑定人は、認知された国際的な専門的評価基準に準拠するものとする。 

 

任命された鑑定人は、国際評価基準（IVS）、英国王立チャータード・サーベイヤーズ協会（RICS）、

欧州資産評価委員会（TEGOVA）などの広く認められている国際的な専門評価基準に準拠するも

のとする。 

 

VAL.9. 譲渡税および購入者のコストは不動産価値の決定時に控除される。 
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不動産の市場価格を決定する際、鑑定人は、出口戦略にかかわらず、通常市場で不動産を購入す

る際の取引コストについても同様に考慮するものとする。 

 

VAL.10. 外部評価報告書には、適用される評価データや市場の前提とともに、投資不動産、売却

目的で保有する不動産、建設中および土地を賃貸借している不動産に用いられる評価方法に関す

る情報を含めなければならない。 

 

評価方法には、とりわけ次のものが含まれる。 

 

- 市場アプローチ‐市場比較方式に基づく 

- 収益還元法‐収益方式に基づく 

- 収益率倍数または割引キャッシュフロー方法論に基づくその他の評価モデル 

- 他の評価方法を適用できない特殊で稀なケースに限り、再調達価格から償却費を引いた方法

（原価アプロ－チ）を用いることができる 

 

建設中の不動産の評価は、以下に基づく。 

 

- 完成時点の適正価額から完成までの費用を差し引く（残余アプローチ） 

- 他の評価方法を適用できない特殊で稀なケースに限り、原価アプロ－チを用いることができる 

 

不動産の建設の初期段階において、不動産の適正価額を取り巻く不確実性レベルは高い。これに

関連して、残余アプローチを用いて決定される適正価額は、不動産に支払われる対価にその後の

建設コストを加えた額に等しくなる場合がある。 

 

例えば、適用される市場の前提に関する情報には、賃料動向や利回りの変更などの感度解析が含

まれる。 

 

INREV NAVの目的において、建設中の不動産の評価は適正価額として表されることに留意された

い。7.3.2 INREV NAV調整を参照のこと。 

 

外部鑑定人の交代制の指名の結果、市場価値に重大な変更が起きた場合、マネジャーは主要な基

本的前提を評価し、かかる変更の妥当性について十分な開示を行わなければならない。 

 

最後に、運用評価規制に基づいて合意された評価の方法論にかかわらず、適用される評価の方法

論は市場価値につながるものでなければならない。 

 

VAL.11. 外部鑑定人による評価は、マネジャーの正式な内部評価レビューおよび承認プロセスに
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従うものとする。 

 

マネジャーはビークルのNAVに含める前に、およびステークホルダーへの開示の前に、正確性の

ために全体的な評価をレビューし、内部で承認されるよう取り計らうものとする。レビューおよ

び承認プロセスは、公平かつ客観的で、一貫性があり独立したものとする。 

 

レビューおよび承認には、何よりも以下の規制を含むものとする。 

- マネジャーは、評価の時期と頻度が、運用規定で予見される評価方針に合致したものとなるよ

う取り計らうものとする。 

- マネジャーは鑑定人の評価の前提が、使用される評価方法とともに、評価対象となる物件の性

質に関して適切となるよう取り計らうものとする。 

 

マネジャーのレビューは、年次報告の完全なレビューとは対照的に、報告の性質に合わせて適用

することができ、毎月または四半期ごとの報告について高度なレビューを可能にする。 

 

VAL.12. 評価結果は一つでなければならない。 

 

評価に幅を持たせてはならない。ただし、評価の幅が外部の不動産鑑定人によって提供される場

合には、例えば、報告で用いる数値を明確にしなければならない（例えば、この幅の最低値、平

均値また最大値など）。 

 

VAL.13. 例外的な状況においては、マネジャーの外部不動産鑑定人が決定する不動産評価からの

乖離を明確に説明し、開示しなければならない。 

 

市場価値パラメーターについてマネジャーと不動産鑑定人の間で見解が異なる場合、これらのパ

ラメーターを明確に説明し、開示しなければならない。これらの乖離および意見の相違の発生は

非常に稀であり、その場合、オポチュニスティック投資家に関連すると予想される。例えば、特

定の出来事の発生の可能性について、マネジャーおよび外部鑑定人が異なる見解を持つことにな

る（それは例えば、マネジャーが政府機関、潜在的な買手またはテナントと協議中であることに

よる）。もう一つの乖離の発生例としては、価値の変化に関する意見の相違に関連するものがあ

る（外部評価が実際に行われた日から、報告書が作成された日までに相当な開きがある場合）。 

 

そのような例外的な状況下では、マネジャーが決定する市場価格は貸借対照表の中で報告しなけ

ればならない。これには外部鑑定人が導き出した市場価格からの乖離を正当化するための十分な

開示が含まれる。 

 

いかなる状況下であれ、評価調整を行う際にはマネジャーは適切な内部手続き（エスカレーショ

ン測定を含む）に従うものとする。 
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6.3.5. 解散または清算時の評価に関する追加ガイダンス 

 

特定の状況下においては、清算または解散（かかる評価は非継続企業のベースを反映したものと

する）の結果、市場価格に対して影響が出る場合には、マネジャーはこれを個別に考慮し、調整

するものとする。 

 

原則として、市場価値予想は不確実性条項および特殊前提に基づかないが、マネジャーは特定の

状況においては、清算の価値の潜在的な効果を検討するものとする。というのも、ビークルは、

とりわけ以下の状況下では不動産の適切なマーケティングの時間を持たない可能性が考えられる

からである。 

 

- 財政難の状況 

- 流動性の問題 

- ポートフォリオ取引 

- マーケティングの制限（例えば、ビークルの債務満期または満期による） 

 

マネジャーは、影響が存在するかどうか、またその測定が可能かどうかを個別に検討するものと

する。INREV NAVを作成する際にかかる影響を考慮するものとする。 
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7. モジュール 4 - INREV NAV（INREV による純資産計算基準） 

7.1. イントロダクション 

 

これらのガイドラインを定める際のINREVの目的は、欧州の非上場ビークルの財務報告書の中で

INREV NAVを計算し、開示する方法についてのガイダンスをマネジャーに提供することである。

これは、異なる種類のビークルのパフォーマンスの透明性および比較可能性につながり、投資家

は提供された情報を理解できるようになる。 

 

報告の目的のひとつは、投資のパフォーマンスおよび評価に関連する情報を投資家に提供するこ

とである。IFRSをはじめとする一般に認められた会計原則（GAAP）に基づいて計算された純資

産価値は必ずしもこの目的を満たすものではない。それゆえ、このガイダンスは、マネジャーが

より有意義な調整後純資産価値を計算することを可能にする業界特有の枠組みを示すために作成

された。 

 

投資家とマネジャーの双方は、不動産業界を通じて一貫性のあるアプローチを求めている。また

異なる会計基準の採用が調整後純資産価値の計算の不一致につながっている。投資家とマネジャ

ーも、欧州の非上場不動産ビークルと他のビークルのパフォーマンスおよび価値を比較できるこ

とを望んでいる。 

 

INREV NAVは、一般に認められた会計原則に基づく純資産価値と比較して、異なる世代の投資家

に利益をもたらす幅広いコストに合わせた調整の上、元になる資産や債務の貸借対照表の日にお

ける適正価額に基づく投資（単位）のより正確な経済的価値を反映したものとする。 

 

純資産価値の主たる目的は、投資家レベルにおける会計目的でそれぞれの投資の評価について類

似のビークルとのパフォーマンスを比較することである。それは、貸借対照表の日付におけるビ

ークル単位の正味実現可能価値の測定となることを目指しておらず、他の様々な要因によって影

響される場合がある。 

 

INREV NAVの決定方法に関する原則およびガイドラインの一覧を以下に示す。適切な場合、理解

を助けるために追加説明を提供する。さらに、ツールおよび事例のセクションには、IFRSに基づ

いて作成された財務諸表からINREV NAVを算出するために必要とされる一般的な調整の多くを

含むINREV NAVの計算事例が記載されている。最後に、よくある質問についての理解を深めるた

めに一連のQ&Aを追加した。INREV NAVガイドラインは、選択されたGAAPに従って得られた結

果に調整を加えることにより会計原則に優先される。 

 

INREV NAV調整は、マネジャーによる重要な判断（繰延税、譲渡税等）を必要とする。その結果、
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投資家がマネジャーの取ったポジションを理解できるよう十分な開示を含めることが重要である。 

7.2. 原則 

 

P.12. INREV NAVは、一般に認められた会計原則に基づく純資産価値と比較して、異なる世代の

投資家に利益をもたらす幅広いコストに合わせた調整の上、元になる資産や債務の貸借対照表の

日における適正価額に基づく投資（単位）のより正確な経済的価値を反映したものとする。 

 

7.3. ガイドライン 

 

7.3.1. INREV NAV の枠組みに関するファンドの資料 

 

FD.21. ファンドの資料には、評価規則および手順の詳細、評価の困難な資産の評価の際に使用さ

れる方法を含む価格設定の方法論、ビークルの重要な資産および債務のすべてについての評価の

頻度を記載するものとする。 

 

FD.22. ファンドの資料は純資産価値の計算の頻度を開示するものとする。 

 

7.3.2. INREV NAV 調整 

 

調整後純資産価値の計算に関するINREV NAVのベストプラクティス要件は、オープンエンド型ビ

ークルおよびクローズドエンド型ビークルの双方に使用するものとする。本セクションでは、必

要な調整の計算の根拠としてIFRSへの直接的なリンク、および必要な場合には他の適正価額のコ

ンセプトへの直接リンクを貼る。GAAPの他の根拠が使用される場合、INREV NAVを決定する根

拠として、IFRSに合致するために必要とされるさらなる調整が必要とされる場合がある。適正価

額の解釈に関するINREVの追加ガイダンスおよび会計の提供も含まれている。 

 

NAV.1. IFRSに基づいて計算されたビークルの純資産価値は、INREV NAVを計算するために以下

の項目について調整するものとする。 

 

 合計 

IFRSの財務諸表に基づく純資産価値  X 

   

持分の構成要素としての特定のIFRS債務の再分類   

   

a) 株主の長期的なビークルの持分を示す、株主融資およびハイブリッド資

本商品（転換社債を含む）の再分類の効果  x 
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b) 分配されていない分配金が債務の一部として計上される効果  x 

   

株式に類似の持分および未分配の分配金の再分類後の純資産価値  x 

   

資産および債務の適正価額   

   

c) 投資不動産の適正価額の再評価  x/(x) 

   

d) 自ら建設または開発した投資不動産の適正価額の再評価  x/(x) 

   

e) 売却目的で保有する投資不動産の適正価額の再評価  x/(x) 

   

f) ファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸している不動産の適正

価額の再評価  x/(x) 

   

g) 在庫として保有している不動産の適正価額の再評価  x/(x) 

   

h) その他の実物資産投資の適正価額の再評価  x/(x) 

   

i) 連結計上されない間接投資の適正価額の再評価  x/(x) 

   

j) 金融資産および金融債務の適正価額の再評価  x/(x) 

   

k) 第三者の建設契約の適正価額の再評価  x/(x) 

   

l) 設立費用  x/(x) 

   

m) 取得費用  x/(x) 

   

n) 契約手数料  x/(x) 

   

想定される売却の決済方法／ビークルの清算方法の効果   

   

o) 譲渡税などの購入者の費用の節約額の適正価額の再評価  x/(x) 

   

p) 繰延税金およびINREV NAV調整の税務効果の適正価額の再評価  x/(x) 
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q) ネガティブエクイティ（ノンリコース）を有する子会社の効果  x/(x) 

   

その他の調整   

   

r) のれん  (x) 

   

s) INREV調整の非支配持分の効果  x/(x) 

   

INREV NAV  X 

 

INREV NAVの構成要素としての特定のIFRS債務の再分類 

 

a) 株主のビークルの長期的な持分を示す、株主融資およびハイブリッド資本商品（転換社債を含

む）の再分類の効果 

 

投資家の資本は、持分以外にも様々な形態を取ることがある。例えば、株主融資や転換社債など

のハイブリッド資本商品などが挙げられる。持分への参加および株主融資の組み合わせによって

構成されるビークルもある。 

 

株主融資およびハイブリッド資本商品は通常、ビークルに対する投資家の全体的な持分の一部を

構成するものと見なされる。IFRSに基づくビークルの財務諸表の中で債務に区分された場合、そ

れらはINREV NAVの持分の構成要素として含まれ、そのようなものとして再分類されるものとす

る。再分類される金額はIFRSの勘定における債務の簿価を反映したものとする。 

 

ビークルの設立時のビークルの資本構造の一部を構成するそのような商品の存在、または持分と

同順位の投資家融資および市場外の融資条件は、とりわけ、これらの品目がINREV NAVの一部と

して再分類されるべきことを示している。 

 

この再分類は、同様の形で分配金についても処理される未収利息を考慮するものとする。 

 

b) 分配されずに債務として計上された分配金の効果 

 

ある状況下において分配金が法的に分配されていないにもかかわらず、債務の一部として計上さ

れる場合がある。INREV NAVの決定に関して、これらの未払配当金は純資産価値に変えるものと

する。 

 

資産および債務の適正価額 
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c) 投資不動産の適正価額の再評価 

 

不動産ビークルがコストモデルに基づく投資物件の計上のためにオプションを使用する場合、こ

の調整は、IAS第40号の適正価額のオプションに基づく適正価額への投資物件の再評価の純資産

価値に対する影響を表す。 

 

純資産価値において資産が重複してカウントされないよう、リース・インセンティブ、賃料保証、

保険請求（損害、逸失賃料等）の定額法の効果は、IAS第40号およびSIC第15号に基づいて適正価

額で物件を評価する際に考慮に入れるものとする。 

 

d) 自ら建設または開発した投資不動産の適正価額の再評価 

 

不動産ビークルが、コストモデルに基づいて、自ら建設または開発した投資不動産の説明にオプ

ションを使用する場合、調整はIAS第40号の適正価額のオプションに基づく適正価額に対する、

自ら建設または開発した投資不動産の純資産価値の再評価に対する影響を表す。 

 

e) 売却目的で保有する投資物件の適正価額の再評価 

 

投資物件の一部は売却目的で保有している資産または売却目的で保有している資産群に区分され

る場合がある。かかる投資物件の簿価は、IAS第40号に基づいて選択された会計処理（適正価額

またはコストのいずれか）に左右される。 

 

調整は、売却目的で保有している投資物件の純実現可能価値（適正価額から売却費用を引いた金

額）に対する再評価（適正価額またはコストで測定）の、純資産価値に対する影響を表す。 

 

f) ファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸している不動産の適正価額の再評価 

 

ファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸している物件は、最初に純投資ベースで測定さ

れ、その後、一定の利回り率を反映した償却パターンに基づいて再測定される。 

 

調整は、適正価額に対するファイナンス・リース売掛金の純資産価値に対する再評価の影響を表

す。 

 

g) 在庫として保有している不動産の適正価額の再評価 

 

売却目的で保有している物件は、IAS第2号（棚卸資産）に基づいて財務諸表の中でコストまたは

純実現可能価値のうち低い方の金額で測定される。調整は、かかる物件の純実現可能価値（適正

価額から売却費用を引いた金額）に対する再評価の、純資産価値に対する影響を表す。かかる調
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整は「在庫として保有している物件の適正価額に対する再評価」の項に含めるものとする。 

 

見込まれる売却日が純資産価値の計算日から1年以上経過した後となる場合、この調整を計算する

際に適正価額から売却費用を差し引かないものとする。 

 

h) その他の実物資産投資の適正価額の再評価 

 

IAS第16号に基づくその他の不動産投資は通常、実費で計上される。 

 

調整は、IFRS第13号に基づく適正価額の前提に従った適正価額に対する他の実物資産投資の再評

価の純資産価値に対する影響を表す。 

 

i) 連結計上されない間接投資の適正価額の再評価 

 

組合や合弁事業への投資などの間接不動産への投資は、IFRSに基づいて異なる会計処理が行われ、

簿価も異なる。かかる投資はコスト、適正価額、または純資産価値で評価することができる。 

 

適正価額で計上されていない場合には、調整は、適正価額に対する間接投資の再評価の純資産価

値に対する影響を表す。 

 

j) 金融資産および金融債務の適正価額の再評価（借入債務の適正価額の再評価を含む） 

 

ヘッジ商品または借入債務などの金融資産および債務は通常、適切な場合には減損を考慮の上、

償却原価で測定される。適正価額で計上されていない場合、調整は、IFRSに基づいて決定された

金融資産および金融債務の適正価額への再評価の純資産価値に対する影響を表す。 

 

さらに、物件の売却の結果、ビークルは銀行債務の償却について費用を負担する場合がある。売

却費用についても同様に、これらのコストは通常、IFRSに従って発生することはない。 

それゆえ、物件の売却が1年以内に行われると予想される場合には、関連する銀行債務の償却は1

年以内に行われると予想される。また銀行債務の期限前弁済費用は純資産価値の中で発生するも

のとする。 

 

k) 第三者の建設契約の適正価額の再評価 

 

IAS第11号に基づき、通常、第三者の建設契約は完了段階で計上される。調整は、FRS第13号の

適正価額の原則に従って、適正価額に対する第三者の建設契約の再評価の純資産価値に対する影

響を表す。 
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1回限りの費用の拡大を反映するための調整 

 

下記に詳細に説明するように、設立費用および取得費用は資本計上され償却されるものとする。

これらの調整の根拠は、費用の償却のビークルのパフォーマンスに対する効果をスムーズにする

ために、これらの費用を所定の期間にわたって拡大することである。さらに、異なる時期にビー

クルの持分を取得した、あるいは持分を手放した異なる投資家グループの間で費用を拡大する簡

潔な仕組みである。 

 

実際に、ビークルが価格設定、評価などの問題に対処する方法はこれ以外にも多く存在する。こ

れには、設定された割合に基づく純資産価値の額面超過額または償却割引における価格スプレッ

ドの利用、異なる期間におけるかかる費用の資本化および償却、または実際に、ビークルの純資

産価値を計算する際に、かかる費用を全く考慮に入れない場合などがある。INREV NAVは異なる

ビークル間の比較可能性を推進することを主たる目的としているため、INREVのアプローチは簡

潔ではあるが固定された方法論である。これらの資本計上された費用は純資産価値の計算が行わ

れるたびに減損されるため、時間の経過とともに回収することができることに留意されたい。設

立費用に関する調整がビークルのINREV NAVの計算において別途開示されるので、投資家は保有

の評価を行う際にこれらを考慮に入れる方法を選択することができる。 

 

l) 設立費用 

 

IFRSに基づき、ビークルの設立費用はビークルの設立後直ちに費用処理される。 

 

かかる費用は資本計上され、ビークルの期間の最初の5年間にわたって償却されるものとする。 

 

設立費用を資本計上し償却する根拠は、ビークルの経済的メリットの期間をよりよく反映するこ

とにある。 

 

設立費用を資本計上して償却する場合で、市場環境が変化し、資本計上された設立費用をビーク

ルの投資口の売却を通じて回収できないことが予想される場合には、調整後純資産価値を計算す

るたびに、発生しうる減損テストを考慮に入れるものとする。例えば、ビークルの清算を行う決

定が下された場合、あるいはステークホルダーがかかる資本計上された費用の経済的メリットを

もはや回復することを期待しない場合には、評価損を計上するものとする。 

 

m) 取得費用 

 

取得日以降最初に行われる測定日の時点で適正価額が計算される場合、適正価額モデルに基づい

て、投資物件の取得費用は事実上、所得処理される。その結果、その後の適正価額の測定におい

て物件の適正価額は物件の取得価格の総額を下回り、その他は等しくなる。 
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物件の取得費用は物件の取得から最初の5年間にわたって資本計上され、償却されるものとする。 

 

取得費用の資本計上および償却の根拠は、これらの費用についてビークルへの経済的メリットの

期間をよりよく反映することにある。 

 

取得費用を資本計上して償却する場合で、市場環境が変化し、資本計上された取得費用をビーク

ルの投資口の売却を通じて回収することができないことが予想される場合には、調整後純資産価

値を計算するたびに、発生しうる減損のテストを考慮するものとする。償却の期間中に物件が売

却された場合、または売却目的で保有される物件に区分される場合には、かかる物件の資本計上

された取得費用の残額は費用として計上するものとする。 

 

n) 契約手数料 

 

債務とは、過去の出来事の結果として発生した現在の義務をいう。ビークルの運用期間の最後ま

たはビークルの運用期間中の他の時期に支払うべき手数料は、報告日に、IFRSに基づく引当金ま

たは債務として認識する基準を満たさない場合がある。  

 

かかる手数料の例として、契約上の取り決めによる現在の義務であるパフォーマンスフィー、売

却手数料、清算費用などが挙げられる。 

 

これら手数料の大半は通常、IFRSの会計原則に従って発生する。調整は、これらの手数料がIFRS

に基づいて作成された財務諸表の中でまだ計上されておらず、発生する可能性がある場合に、ビ

ークルの現在の純資産価値に基づいて支払うべき想定される契約手数料の額の純資産価値に対す

る影響を表す。調整の金額を決定するために、引当金または繰り延べ債務の測定に関するIFRSの

基準（認識の基準は必ずしも必要でない）を参照するものとする。 

 

計算の方法論の説明および基礎となる契約の条件を開示するものとする（または、かかる契約お

よび契約条件が説明されている関係者の開示資料に言及する）。 

 

想定した売却の決済方法／ビークルの清算方法の効果 

 

o) 譲渡税などの購入者の費用の節約額の適正価額の再評価 

 

物件の取得時に購入者が負担する譲渡税および購入者の費用は通常、IAS第40号に基づいて投資

物件の適正価額を決定する際に控除される。 

 

譲渡税および購入者の費用の控除額を決定する際には、物件を売却する際に売却者が手にすると
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予想される節約額の範囲内で、物件自体よりも、物件を所有するビークルの持分の意図する売却

の効果を考慮するものとする。 

 

それゆえ、調整は、物件を所有するビークルの持分の意図する売却に基づいて売却者のメリット

となる譲渡税および購入者の費用の起こりうる控除の、純資産価値に対するプラスの影響を表す。 

 

マネジャーが意図する売却戦略から手にすると予想する金額の想定方法についての開示を行うも

のとする。現在の仕組みおよび今後の市況の双方に言及するものとする。 

 

p) 繰延税金およびINREV NAV調整の税務効果の適正価額の再評価 

 

IFRSの下では、繰延税金資産および債務は通常、法的税率で測定される。通常、ビークルが繰延

税を実現すると想定される方法（不動産の直接売却ではなく、持分の売却を通じて投資物件が売

却される場合等）は考慮されない。 

 

調整は、IFRDに基づいて計算される金額と、想定した決済方法を考慮に入れた繰延税の予想額の

間の相違の、純資産価値に対する影響を表す（税制および意図する資産および債務の売却方法ま

たは決済方法が、実際の租税債務の削減に適用された場合）。 

 

開示には、例えば、物件の所有構造、各国の繰延税の予想に使用される主要な前提や広範なパラ

メーター、資産の売却のみ（意図する売却方法は考慮に入れない）を想定して推定した場合の最

大の繰延税額および用いるおおよその税率をはじめとする、税制の概要を含めるものとする。 

 

不動産売却に関する繰延税を適正価額にするために必要になる調整額の推計は、INREV NAVに大

きな影響を及ぼす可能性がある。ビークルによって税制が異なる場合があるため、重大な判断が

必要となり、またこの調整のための計算方法論の仕組みがビークルごとに異なる可能性がある。

繰延税の全体的な調整に関する他の構成要素は、それほどの判断を必要とせず、本質的に機械的

なものである。 

 

この調整には、INREV NAV調整が純資産価値に及ぼす税制面の影響についての十分な評価を含め

るものとする。 

 

IFRSと同様に、お金の時間的価値を考慮に入れるために、繰延税金残高は割り引かれない。 

 

q) ネガティブエクイティ（ノンリコース）を有する子会社の効果 

 

IFRSに基づく連結集団の純資産価値には、子会社の引き受けの純債務のポジションが含まれる可

能性がある。しかし実際には集団は、子会社の融資がビークルにとってノンリコースである場合
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には、累積損失に資金を出す法的義務および推定的義務を負わない。 

 

このシナリオでは、完全な純債務ポジションよりもむしろ、集団のかかる子会社の持分をゼロあ

るいは調整後のマイナス額で認識するために、INREV NAVを計算する際にビークル側でこれらの

損失を埋めるための意図または義務が生じない範囲内で、調整を行うのが適切である。 

 

調整は、特定の子会社のネガティブエクイティの全部または一部の戻し入れの純資産価値に対す

るプラスの影響を示す。ビークルが子会社に株主融資を与えている場合には、それらを考慮する

ものとする。 

 

その他の調整 

 

r) のれん 

 

事業統合を決定した法人の取得時点において、取得金額の割り当てにより、のれんが発生する可

能性がある。多くの場合、不動産ビークルのかかるのれんの主要な構成物は、繰延税と購入者の

費用またはIFRSの会計処理（通常は、その後の出口の想定される方法または意図する方法を考慮

に入れない）における同様の項目の完全な計上と、実際の購入価格におけるかかる項目に起因す

る経済的価値の間の相違を反映する。IFRSに従って決定されるように、のれんのかかる構成要素

がすでに純資産価値の中で償却されている場合を除き、INREV NAVにおいてこれらを償却するも

のとする。 

 

s) INREV調整の非支配持分の効果 

 

調整は、上記の調整の全体に対する非支配持分の認識の、純資産価値に対する影響を示している。 

 

NAV.2. 1株当たりINREV NAVの計算、およびオプション、転換社債、その他の持分の行使の影響

計算 

 

INREV NAVは、集団としての投資家による全体的な投資の経済的価値を示している。ビークルの

全体的なINREV NAVをエクイティ株主の各クラスに配分する際、および各投資口または持分の価

値を決定する際に、1株当たり純資産価値を導き出す上で、マネジャーはビークルの持分保有者ま

たは潜在的な持分保有者（オプションの場合）が保有する権利（成功報酬、パフォーマンスフィ

ー、マネジャーの報酬のスキーム、異なるクラスの投資口の条件、純資産価値ウォーターフォー

ル計算、ストックオプション権利等）を考慮に入れるものとする。 

 

ビークルが資本を調達し、資本を必要とする状況下において、拠出金を全額払い込まない投資家

もいる。1株当たりのINREV NAVは、要求したものの支払いが行われていない資本を考慮に入れ
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るものとする。 

 

NAV.3. INREV NAVの開示要件 

 

マネジャーは、純資産価値計算に関連した以下の開示を行うものとする。 

 

- GAAP NAVとINREV NAVの間の調整は、ガイドラインNAV.1に従って行うものとする。 

 

マネジャーは、投資家がGAAP NAVとINREV NAVの間の調整の構成要素を理解できるように、

重要な推定・計算方法を説明するものとする。調整の注記では主要な前提、使用した方法を説明

するものとする。特に以下を説明するものとする。 

 

- 特定の株主の融資またはハイブリッド資本商品の持分の構成要素としての再区分の根拠 

- 投資不動産、自ら建設または開発した投資不動産、ファイナンス・リースに基づいてテナント

に賃貸している物件、売却目的で保有している投資物件、在庫として抱えている不動産の適正

価額の決定の根拠 

- その他の不動産資産への投資の推定の根拠 

- 非連結間接投資の適正価額の決定の根拠 

- 金融資産および債務の適正価額の計算に用いられる方法論の詳細 

- 第三者との建設契約の適正価額の推定の根拠 

- 契約手数料の適正価額の推定の根拠 

- 繰延税金の適正価額およびINREV NAV調整の税効果の推定に用いられる前提の詳細。かかる

開示は税構造の概要を示す。不動産保有構造の詳細、特定の国における繰延税の推定に用いら

れる主要な前提および広範なパラメーター、資産の売却のみを前提として推定された繰延税の

最大税額（意図する売却方法を考慮しない）、および用いられるおおよその税率等。 

- ネガティブエクイティ（ノンリコース）を有する子会社の簿価に調整を加える根拠 

- 国際会計基準（IFRS）に基づき、投資不動産の適正価額は、不動産を売却する際に売手が負

担する費用を考慮に入れていない。IFRSと同様に、売却を目的として保有する場合を除き、

INREVガイドラインではかかるコストの引当金を含めるための調整は必要としていない。た

だしマネジャーは、現在の市場環境において強要によるものでない出口を想定して、意図する

出口方法を考慮の上、不動産の売却時に発生するとみられる売却費用額を推計し、開示するも

のとする。 

- 設立費用 - 該当する場合、減損を計上し、その理由を説明する。 

- 設立費用 - 該当する場合、5年間の償却期間からの乖離の理由を説明する。 

- 取得費用 - 該当する場合、減損を計上し、その理由を説明する。 

- 取得費用 - 該当する場合、5年間の償却期間からの乖離の理由を説明する。 
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7.4. ツールおよび事例 

 

INREV計算の事例を以下に示す。 

 

7.4.1. 事例 - INREV NAV の計算 

 

- ビークルの詳細 

 

- マルチセクター 

- 単一国ビークル（ユーロ圏） 

- IFRSに基づく報告 

 

注：事例には義務付けられた開示がすべて含まれているわけではない。 

 

IFRSに基づく単純化したビークルのバランスシート（2013年12月31日時点） 

 

資産 注  債務および持分 注  

投資不動産 1 4,500 ビークルの資本（純資産価値） 7 1,000 

建設中の投資不動産 2 350 繰延税金債務 8 100 

在庫不動産 3 250 固定金利債務 9 3,000 

ファイナンス・リース 4 100 株主融資 10 2,245 

繰延税金資産 5 25 デリバティブ金融商品  100 

売却目的で保有する投資不動産 6 1,275 その他の債務 11 55 

合計  6,500 合計  6,500 

 

会計原則の概要および注記 

 

1) 投資不動産 

 

投資不動産は、IAS第40号の適正価額オプションに基づいて適正価額で評価される。独立した評

価報告書に基づく不動産の現在の適正価額は4,500である。ビークルは、可能な限り税務上中立の

仕組みとなっている。投資不動産はすべて特定目的ビークル（SPV）によって保有されている。

経営陣の戦略は、該当する特定目的ビークルの持分の売却を通じて全不動産を売却することであ

る。この方法によって、潜在的な買手は譲渡税を約200削減することができると予想される。 

 

2) 建設中の投資不動産 

 

建設中の投資不動産は、自ら建設または開発した投資不動産で構成され、建設または開発が完了
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するまでのコストを基に評価されている。独立した評価報告書に基づく建設中の不動産の現在の

適正価額は400である。 

 

3) 在庫 

 

在庫に区分される不動産は、コストと純実現可能価値のうち低い方で測定される。現在、かかる

在庫はバランスシート上、実費で計上されている。売却目的で保有する不動産の、独立した評価

報告書に基づく現在の適正価額は、売却費用引当金を含めて300である。 

 

4) ファイナンス・リース 

 

ファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸している不動産は当初、初期純投資額に基づい

て測定され、その後、リターンの一定額を反映した償却パターンに基づいて再測定される。主要

な前提には、リース契約賃料6%、現在の賃料7%が含まれる。現在の市場金利に基づくファイナ

ンス・リースの現在の適正価額は125である。 

 

5) 繰延税金資産 

 

財務諸表の中で繰延税金資産は標準的な法定税率で測定される。通常の税率は25%である。繰延

税金資産はデリバティブ金融商品の再評価に関連するものである。経営陣の見解は、デリバティ

ブ金融商品に関する繰延税金のポジションの適正価額を反映するために税率12.5%を使用すべき

というものである。 

 

6) 売却目的で保有する投資不動産 

 

現在、ビークルはユーロ圏に所在する不動産の売却を進めている。当該不動産は売却目的で保有

する投資不動産に再区分され、IAS第40号に基づいて適正価額として測定されている（売却費用

30は含まれていない）。 

 

7) ビークルの持分（純資産価値） 

 

ビークルの資本構造には株主ローン以外のオプション、転換社債、その他の持分は含まれない（以

下を参照）。 

 

ビークルの持分構造の詳細は以下を参照のこと。 

 

契約債務としてのパフォーマンスフィーの取り決めに加え、ビークルのマネジャー、株主Aは、IRR

のハードルレートを実現した場合、当該年の収益のさらに10%に対する優先権を有する。ハード
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ルレートは2013年に初めて実現した。2013年の収益額を100とする。 

 

ビークルの株主は下記のとおり。 

 

 投資口 % 

株主A 1 0.1 

株主B 333 33.3 

株主C 333 33.3 

株主D 333 33.3 

発行済み投資口合計 1,000 100 

 

8) 繰延税金債務 

 

財務諸表において繰延税金債務は通常の法定税率で測定される。通常の税率は25%である。繰延

税金債務は投資不動産の再評価に関連するものである。ビークルの仕組みは税務上中立の形とな

っている。投資不動産はすべて特別目的ビークル（SPV）によって保有されている。経営陣の戦

略は、当該特定目的ビークルの持分の売却を通じて全不動産を売却することである。現在、売却

は税当局への支払いにはつながらないが、繰延税金債務は売主と買手の間で決済されると予想さ

れている。この決済に関する現在の市場慣行は通常税率の50%と推計されている。 

 

9) 固定金利債務 

 

債務は当初、取引コスト抜きの適正価額で認識され、その後、実行利率手法を用いて償却原価で

測定される。主要な前提には、債務金利5%、実勢金利5.25%が含まれる。現在の固定金利債務の

適正価額は2,850と推計される。 

 

10) 株主融資 

 

IFRSに基づく財務諸表では、株主融資は2,275である。株主融資はビークルの株主の長期的な持

分の一部を構成すると判断される。 

 

11) その他の債務 

 

ビークルの規約において、一定期間における収入の構成要素は契約上株主に支払うことが義務付

けられている。その結果、その他の債務には分配されていない分配金30が含まれる。 
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12) 設立費用 

 

設立費用はビークルの立ち上げ後速やかに費用計上される。設立費用の合計額は100である。ビー

クルは2010年に設立された。設立費用は控除対象外と想定されている。 

 

13) 取得費用 

 

適正価額モデル下では、投資不動産の取得費用は取得後の最初の事後測定時に適正価額の変更の

構成要素として所得計上される。 

 

建物 金額 取得年 

1 建物A 50 2010 

2 建物B 70 2011 

3 建物C 30 2012 

4 建物D 60 2013 

 

取得費用は毎年1月1日に発生すると想定される。 

 

14) 契約手数料 

 

他の債務として、潜在的なパフォーマンスフィーの適正価額に関連する債務が計上される。その

額は10である。 

 

15) ネガティブエクイティを持つ子会社 

 

ビークルは、ネガティブエクイティのポジションにある子会社の持分100%を保有する。現在、ビ

ークルは損失分を補填する意思がなく、またこれを補填する推定的義務を負わない。子会社に関

連する連結勘定における現在の累積ネガティブエクイティ（株主融資を含む）は100である。 

 

INREV NAVの計算 

 

 合計 注記 

IFRSの財務諸表に基づく純資産価値 1,000  

持分の構成要素としての特定のIFRS債務の再分類   

株主融資およびハイブリッド資本商品の再分類の効果 2,245  

分配されずに債務として計上された分配金の効果 30  

株式に類似の持分および未分配の分配金の再分類後の純資産価値 3,275  

適正価額資産および債務   
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投資不動産の適正価額の再評価 ---  

自ら建設または開発した投資不動産の適正価額の再評価 50 1 

売却目的で保有する投資不動産の適正価額の再評価 (30)  

ファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸している不動産

の適正価額の再評価 
25 2 

在庫として保有している不動産資産の適正価額の再評価 50 3 

その他の実物資産投資の適正価額の再評価 ---  

連結計上されない間接投資の適正価額の再評価 ---  

金融資産および金融債務の適正価額の再評価 150 4 

第三者の建設契約の適正価額の再評価 ---  

  

設立費用 20 5 

取得費用 104 6 

契約手数料 ---  

想定した売却の決済方法／ビークルの清算方法の効果   

譲渡税などの購入者の費用の節約額の適正価額の再評価 200  

繰延税金およびINREV NAV調整の税効果の適正価額の再評価 (16.1) 7 

ネガティブエクイティ（ノンリコース）を有する子会社の効果 100 8 

その他   

   

のれん ---  

INREV調整の非支配持分の効果 ---  

   

INREV NAV 3,927.9  

 

INREV NAVの注記 

 

1. 自ら建設または開発した投資不動産の適正価額の再評価 

 

IFRSの財務諸表に基づく価値 350 

INREVガイドラインに基づく価値 400 

INREV NAV調整 50 

 

調整は、自ら建設または開発した投資不動産の適正価額への評価の、純資産価値に対する影響を

表す。 
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2. ファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸している不動産の適正価額の再評価 

 

IFRSの財務諸表に基づく価値 100 

INREVガイドラインに基づく価値 125 

INREV NAV調整 25 

 

財務諸表において、ファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸している不動産は、当初は

純投資で評価され、その後、一定率のリターンを反映したパターンに基づいて再評価される。こ

の調整は、かかるファイナンス・リースの適正価額への評価の、純資産価値に対する影響を表す。 

 

3. 在庫不動産の適正価額の再評価 

 

IFRSの財務諸表に基づく価値 250 

INREVガイドラインに基づく価値 300 

INREV NAV調整 50 

 

調整は、コストまたは純実現価値のいずれか低い方の金額として計上される売却目的の不動産の

適正価額への評価から処分費用を引いた金額の、純資産価値に対する影響を表す。 

 

4. 金融資産および金融債務の適正価額の再評価 

 

IFRSの財務諸表に基づく価値 3,000 

INREVガイドラインに基づく価値 2,850 

INREV NAV調整 150 

 

財務諸表において、債務は当初、取引コスト抜きの適正価額で評価され、通常、その後に実効金

利方法を用いて償却費用で評価される。この調整は、すべての債務および関連するデリバティブ

の適正価額への評価の、純資産価値に対する影響を表す。 

 

5. 設立費用 

 

2010年には、ビークルの設立費用の100は、IFRSに基づいて作成された損益計算書に速やかに費

用計上された。INREVガイドラインに従って、これらのビークルの設立費用は資本計上され、ビ

ークルの運用期間の最初の5年間にわたって償却された。2013年にはビークルは20を償却し、そ

の結果、累積償却は80となった。マネジャーは、資本計上された設立費用はビークルの投資口の

売却を通じて回収できないと予想されることから、減損は計上すべきでないと判断している。 
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6. 取得費用 

 

2010年から2013年にかけて、210に上る取得費用は、IFRSに基づいて作成された損益計算書に速

やかに費用計上された。INREV ガイドラインに従って、これらの取得費用は資本計上され、建物

の取得後最初の5年間で償却された。2013年にはビークルは42を償却し、その結果、累積償却は

106となった。2013年には償却されていない費用は104となった。 

 

マネジャーは、ビークルの投資口の売却を通じて取得費用を回復できないと予想されることから、

減損は計上すべきでないと判断している。 

 

7. 繰延税金 

 

繰延税金資産および債務は、通常の法定税率で財務諸表にて評価される。ビークルが予定する繰

延税金を精算する方法は、考慮されていない。この調整は、予定された清算方法に基づくビーク

ルの繰延税金および債務（この場合、不動産およびデリバティブ金融商品）の、純資産価値に対

する影響を表している（税制がキャピタルゲインに対する課税額または引当金の引き下げに適用

される場合には、このことを考慮するものとする）。 

 

事例に基づき、以下の調整が行われる。 

 

繰延税金 出口の想定 一時的な税務上

の違い 

実効税率 純資産価値

の調整 

自ら建設または開発した投資不動産

の適正価額の再評価 

持分売却 50 12.5% (6.3) 

在庫の適正価額の再評価 資産売却 50 25% (12.5) 

ファイナンス・リース に基づいてテ

ナントに賃貸している不動産の適正

価額の再評価 

持分売却 25 12.5% (3.1) 

金融資産および金融債務の適正価額

の再評価 

該当なし 150 12.5% (18.8) 

取得費用 持分売却 104 12.5% (13) 

適正価額で評価した既存の繰延税金    37.5 

純資産価値に対する全体的な影響    (16.1) 

 

計算に役立つ主要な前提は下記のとおり。  

 

- 経営陣の見解は、負債と関連するデリバティブ金融商品に関係する繰延税金のポジションの適

正価額を反映するために、12.5%の税率を用いるべきというものである。調整後純資産価値の
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計算について、他の潜在的な繰延税金は名目利率50%の名目料率で評価する。 

- 在庫として説明される不動産資産は資産の取引において売却されると予想されるため、将来加

算一時差異には完全な法定料率が適用されている。 

- IFRSのレポーティングにおいては、投資不動産の繰延税金債務は名目料率25%に基づく。経

営陣の戦略は、特定目的ビークルの持分の売却を通じて不動産を売却するというものである。

売却は税金の支払いにつながるものではない。繰延税金債務は売手と買手の間で決済される。

この決済に関する市場慣行は、50%の名目料率である。 

- ファイナンス・リースに基づいてテナントに賃貸している不動産の適正価額と該当する簿価と

の差額は、ビークルの税構造および考え得る出口シナリオを考慮の上、有効料率12.5%として

置き換えられると予想される。 

- 適正価額で評価された既存の繰延税金は、繰延税金資産と繰延税金債務の差額に50%を乗じて

計算される。 

 

8. ネガティブエクイティ（ノンリコース）を有する子会社の効果（ノンリコース） 

 

ビークルは、ネガティブエクイティのポジションにある子会社の持分100%を保有する。現在、ビ

ークルは損失を補填する意思を持たず、またこれを補填する推定的義務を負わない。現在の累積

ネガティブエクイティ（株主ローンを含む）のポジションは100である。それゆえ、INREV NAV

に対する調整は100となる。 

 

9. 1株当たり純資産価値 

 

  計算 1株当たり純資産価値 

株主A 利益の10% + 残りの純

資産価値の0.1% 

(10%*100 + 0.1% × (3,927.9-10))/1 13.9179 

株主B 純資産価値の33%から

株主Aに対するパフォ

ーマンスの配分を引く 

(33.3% × (3,927.9-10))/333 3.9179 

株主C 純資産価値の33%から

株主Aに対するパフォ

ーマンスの配分を引く 

(33.3% × (3,927.9-10))/333 3.9179 

株主D 純資産価値の33%から

株主Aに対するパフォ

ーマンスの配分を引く 

(33.3% × (3,927.9-10))/333 3.9179 

 

1株当たり純資産価値は、現在の持分構造に基づく株主の優先権に対して調整したINREV NAVに

基づいて計算される。当初は優先株主に対する利益の配分を計算し、その後、現在の持分構造に

従って残りのINREV NAVを配分する。 
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7.5. Q&A 

 

1. 設立費用と取得費用の資本計上と償却 

 

設立費用と取得費用が資本計上され、5年間にわたって償却される場合における、INREV NAVを

決定する際の調整の根拠は何か？不動産ポートフォリオがすでに適正価額で純資産価値の計算に

含まれていることを考えると、これらの調整は事業体の純資産価値を膨らませるだけではない

か？ 

 

INREV NAVの当初の主要な目的は、同業他社とのビークルのパフォーマンスの比較に役立つとと

もに、投資家レベルでの投資口への投資の会計上の評価に役立つことである。 

 

2007年の当初のINREV NAVプロジェクトを通じて、いくつかのワークショップ、インタビュー、

詳細文書のプロセスを経た後に、比較可能性を高めるために、オープンエンド型ビークルおよび

クローズドエンド型ビークルの双方に対して1つのINREV NAVを適用することが決定された。一

部の調整について、提案された処理は特定の種類のビークルの是正措置に必ずしも結び付かない

との指摘もあった。しかし、異なる種類のビークルのパフォーマンスを測定する際に（例えば、

INREVインデックスなど）、すべてのビークルの調整を同じ方法で処理すれば比較可能性は増す

だろう。 

 

設立費用／取得費用の資本計上と償却の当初の根拠は、ビークルがこれらの費用の経済的メリッ

トを得る期間をよりよく反映させることである。これはパフォーマンス測定および投資評価の両

方に関してである。 

 

このことは、IFRSに従った場合、設立費用はビークルの開始／立ち上げ後速やかに課税されるこ

と、また適正価額モデルに従った場合、投資不動産の取得費用は取得日以降の最初の測定におい

て適正価額が計算される際に実質的に収入に対して課税され、いわゆるJカーブを描くという事実

によって促された。 

 

パフォーマンス測定 

 

2007年の分析結果に基づき、INREVの意図は、Jカーブのマイナス効果を軽減するために、パフ

ォーマンス測定（INREVインデックスなど）に調整後純資産価値を使用するというものであった。

パフォーマンス測定について、異なるビンテージを用いて異なる種類のビークルが比較されるか、

または1つのインデックスでベンチマーク化される場合、設立費用と取得費用の処理は、ビークル

の運用期間の最初の数年間（取得段階）において、1回限りの費用として処理され、このことはベ

ンチマークに比べてその特定ビークルのアンダーパフォーマンスにつながる。売却段階までの期

間については、新規ビークルについて発生したJカーブの効果は全体のパフォーマンスのベンチマ
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ークを引き下げるため、ベンチマークを上回ることはさらに容易である。売却段階の間、売却費

用の1回限りの効果はビークルの個々のパフォーマンスにマイナスの影響を与えるため、ビークル

は一般的にベンチマークを上回る。 

 

投資ビークルの投資口の評価 

 

設立費用と不動産取得費用の償却により、いわゆる「Jカーブ」の効果は投資ビークルの投資口の

評価において除去することができる。一部の投資家は評価に調整後純資産価値を用い、当時の別

の投資家は、最初の3年間について投資を費用計上していた。不動産価値の上昇によってIFRS NAV

が当初のコスト価格を上回るようになって初めて、IFRS NAVを使用するようになった。 

 

さらに、投資家が、かかる費用は価値を持ち、所期投資の一部を構成するとみなされると考えて

いるとの指摘もあった。これらのコストは、賃料収入からの直接リターンを手にするために、ま

た、できれば決済時に価値の上昇により間接リターンを手にするために、直接発生した。このリ

ターンは投資の保有期間全体を通じて、投資家の元に戻ると考えられる。 

 

2. 繰延税金債務 に関する調整の計算 

 

この調整はどのように計算されるべきか？ポートフォリオベースまたはその他の累積ベースで、

IFRS／現地のGAAPに従ってビークルについて計算される、繰延税金債務の固定比率（50%など）

として計算するのは適切か？ 

 

この調整の根拠は、IFRS（および他の多くのGAAP）のもとで、繰延税金債務が名目法定税率で

評価されることである。ビークルが期待する繰延税金の精算方法は通常、考慮に入れない。した

がって、これに基づいて計算される繰入額は繰延税金の適正価額を表すものではない（実際の金

額は、不動産資産の売却時に明確にされることが期待される）。 

 

債務の適正価額の調整を計算する際、想定した決済方法に基づいて、調整は資産ごとに評価され

るものとする。 

 

それゆえ、各資産について、計算日において不動産にとって適切な市況ならびに意図する売却方

法および資産の税構造に基づいて、最も可能性が高い売却形態（例えば、資産取引や株式取引）

について考慮するものとする。まだ実現していない市況の将来の変化に基づく売却方法の変更の

想定は、INREV NAV調整を計算する目的においては、主観的に過ぎると考えられる。該当する場

合、売却に関連する事業体の歴史も考慮するものとする。次に、取引に課される適用税率ならび

に評価された決済の方法に従って、繰延税金債務の適正価額を計算する。IFRSはバランスシート

の日付時点で成立したまたは実質的に成立した税率のみを使用することを認めている。一方、バ

ランスシートの日付以降に成立したまたは実質的に成立した税率はINREV NAV調整を計算する
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目的で使用することができる。 

 

この計算においては、承認される可能性が高い持分取引を通じて売却される不動産の売却価格の

割引額を考慮に入れるものとする。例えば、不動産を所有する事業体の持分の売却は非課税（ま

たは最低税率）となるが、不動産を所有する事業体内における潜在的なキャピタルゲインについ

て、売却価格で控除が行われる場合などが考えられる。INREV NAV調整を計算する場合、売却取

引において達成されそうな税金に加えて、この金額を考慮に入れるものとする。 

 

それゆえ、これに基づいて上記に概説した固定比率のアプローチは、ポートフォリオの各不動産

の繰延税金債務について必要とされる調整の合理的な推計を表さない限り適切でないと考えられ

る。 

 

調整を二重に計算することを避けるために、調整の計算の全部または一部が、IFRS／現地のGAAP

に従ってビークルについて計算される繰延税金債務にまだ含まれていないことを確認することが

必須である。不動産の査定に関して、譲渡税についてこの調整とINREV調整の間に二重の計算が

ないことを確認するよう注意を払うものとする。疑義を避けるために、譲渡税は繰延税金の調整

の計算の範囲内に含めないものとする。 

 

それゆえ、この計算の主観的かつ複雑な性質を踏まえて、マネジャーが、計算の方法論について

正式な内部方針を文書化し、それを引き続き適切なものにするために、（例えば、税法や市況の

変化に関して）継続的に見直しを行うことが推奨される。全体的な所有構造、主要な前提、各国

の広範なパラメーター、慣習的な最大税率（税構造がない場合）および適切な税率（%）など、

全体的な税構造についての開示がなされるものとする。 

 

3. 譲渡税に関する調整の計算 

 

この調整はどのように計算するべきか？IFRS／現地のGAAPに従ってビークルの譲渡税の固定

比率（50%など）で調整を計算するのは適切か？ 

 

想定した決済方法に基づく不動産評価に固有の譲渡税（および購入者の費用）の控除に対する調

整の計算は、資産ごとに評価するものとする。 

 

それゆえ、各資産について、不動産に関連する市況ならびに意図する売却方法、資産の税構造に

基づく最も可能性が高い売却形態（資産取引または持分取引等）を考慮するものとする。該当す

る場合、売却に関する事業体の歴史や売手と購入者の間で合意した税負担の配分を考慮するもの

とする。これは繰延税金債務の調整の計算の根拠と同一の根拠である。不動産の適正評価におい

て評価された売却方法が譲渡税（および購入者の費用）の引き下げをもたらす場合、INREV NAV

を導き出す際にこの調整が行われる。ただし、二重計算を避けるために不動産評価にまだ含まれ
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ていない範囲内でのみ調整を含めるものとする。 

 

この理由から、調整を計算する場合には、譲渡税およびその他の購入者の費用を別の構成要素と

して考慮することが重要である。いずれの場合も、同一の控除は適切でない場合がある。例えば、

持分の取引による売却は譲渡税の引き下げにつながる可能性があるが、実際には、そのような取

引を完了する上で求められる追加の法的支出や精査の必要性により、購入者の他の費用は増加す

る可能性がある。 

 

それゆえ、これに基づくと、上記に概説した固定比率のアプローチは、それがポートフォリオの

各不動産についての譲渡税と購入者の他の費用の双方について求められる調整の合理的な推計を

表さない限り適切でなくなる。 

 

それゆえ、この計算の主観的かつ複雑な性質を踏まえて、マネジャーが、計算の方法論について

正式な社内方針を文書化し、それを引き続き適切なものとするために、マネジャーが（例えば、

税法や市況の変化について）継続的に見直しを行うことが推奨される。金融情報の利用者が調整

に関する計算の方法論を理解できるようにするため、計算する上でマネジャーが立てた主要な前

提、マネジャーが予定している構造や市場環境に基づくこの追加価値の利用の仕方とともに、適

切な開示を行うものとする。 

 

4. 組合／合弁事業への投資 

 

IFRS／現地のGAAP会計の中で事業体に関して計上される、事業体による組合／合弁事業への投

資を評価する際に、INREVガイドラインをどのように適用すべきか？（持分法または比例連結を

用いて） 

 

INREV NAVの目的において、組合／合弁事業における事業体の保有持分の適正価額の経営陣によ

るベストの推定値を用いるものとする。投資の種類に応じて、これを査定するための評価方法に

ついて階層がある。 

 

1. 活発な市場で投資が行われる場合には、計算日における指値で適正価額を計算するものと

する。 

2. ビークルへの投資で、契約により定められた純資産価値による償還の権利が存在する場合

には、この純資産価値がINREVガイドラインと一貫性があるかどうかを問わず、保有持分

の評価にこれを用いるものとする。 

3. 投資がクローズドエンド型ビークルまたは同様の事業体への投資である場合で、固定され

た償還価格または上場価格が存在しない場合、INREVガイドラインと合致するように保有

持分の適正価額を見積るものとする。 

4. 投資のINREV NAVを計算する上で十分な情報が入手できない場合は、例えば最近の比較可
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能な取引があればそれに基づく見積などの別の評価技法を用いるものとする。 

 

5. ポートフォリオ・プレミアム／ポートフォリオ・ディスカウント 

 

例えば独立鑑定人の評価報告書にポートフォリオは全体として各不動産の個別鑑定価値にプレミ

アム／ディスカウントを追加／削除するという記述がある場合に、INREV NAVの計算にポートフ

ォリオ・プレミアム／ポートフォリオ・ディスカウントを含めるべきか？ 

 

ポートフォリオ・プレミアム／ポートフォリオ・ディスカウントは、調整後INREV NAVに含める

べきではなく、また不動産評価のINREVガイドラインに従って、不動産の適正価額の中に含めて

はならない。にもかかわらず、そのようなプレミアムまたはディスカウントを別途開示すること

が推奨される。 

 

6. 満期保有デリバティブ 

 

オープンエンド型ビークルについて、満期時にこれらの価値がゼロになるという理由から、デリ

バティブのヘッジのために時価評価を行う必要はないということは当てはまらないか？ 

 

クローズドエンド型ビークルとオープンエンド型ビークルの双方について、調整後INREV NAVは

すべてのヘッジング・デリバティブを適正価額で反映するものとする。 
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8. モジュール 5 - 手数料・費用測定基準 

 

8.1. イントロダクション 

 

このモジュールの目的は、投資家に提出されるレポーティングサイクルの一環として、全体的な

パフォーマンス測定の一部を構成する総経費率（TER）と不動産経費率（REER）をはじめとす

る、選択された手数料・費用測定基準の計算および開示を明確にすることである。 

これらの手数料・費用測定基準は、ビークルのスタイル、投資戦略、内在するリスクとの関係に

おいて分析される場合、非上場の不動産ビークル業界（機関投資家とマネジャーの双方において）

が、非上場不動産ビークルと他の投資ストラクチャーの間の手数料および費用体系を比較する上

で役立つ。 

 

異なる国籍のビークルを比較する際に、INREVは手数料および経費の表示および区分に関して一

貫性が欠けることに対処することを目指している。経費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・費用測定基準により可能な限り多くの関連する情報を提供することを目指

している。しかし、より重要なことは、可能な限り比較可能なマトリックス（測定基準）であり

続けることである。手数料・費用測定基準は、簡単で分かりやすく、ビークルの通常の報告サイ

クルに従ったものになるよう策定されている。 

 

可能な限り、INREVでは、規制当局によってすでに公表されたガイダンスに従い、これを手数料・

費用測定基準のガイドラインの根拠として使用している。その結果、INREVはビークルの管理費

を示す総経費率（TER）について、譲渡可能証券への集合投資事業（UCITS）指令によって提供

されたガイダンスを、INREV TERの根拠として使用している。 

 

透明性を高めるために、INREVは不動産経費率（REER）を作成し、原不動産または不動産ポー

トフォリオの運営に関連する費用に関する情報を提供している。 

 

手数料・費用測定基準は、費用の性質に基づいて作成するものとする。マネジャーがどのサービ

スについてどのように手数料を請求するかについては大きく異なる。マネジャーが請求するすべ

ての手数料および関連業務について明確に開示するものとする。 

 

設立時に投資家の関心が特に高いのは、投下資本と比べた場合の、将来を見通したあるいは予想

される運営費用構造、および全体的な投資リターンに対するコスト構造の影響を理解することで

ある。従って、INREVはビークルの設立書類に将来を見通した経費を記載するという考え方に賛

成である。 
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手数料・費用測定基準の原則およびガイドラインを以下に示す。必要に応じて、理解を深めるた

めに追加説明をする。さらにツールおよび事例のセクションには、INREV手数料・費用測定基準

の計算例を記載する。 

 

金融マトリックスおよび税マトリックスに関する追加ガイダンスを将来発行する。 

 

8.2. 原則 

 

P.13. 手数料その他の費用は一貫して区分し、投資家およびマネジャーが非上場不動産ビークル

の手数料および費用体系を比較できるように提示するものとする。 

 

ビークルの手数料および費用を公正に比較できるように、ビークルは、ビークルが1年間に負担

する年間の運営費用として一貫して区分される総経費率（TER）を、INREVの加重平均した純資

産および総資産の比率として、提示するものとする。 

 

不動産に特有の費用を把握するために不動産経費率（REER）も計算し、INREVの加重平均した

ビークルの総資産の比率として提示するものとする。 

 

マネジャーが請求するすべての手数料、および関連する業務を明確に開示するものとする。さま

ざまな業務をカバーする上で単一の手数料が請求される場合、構成要素を特定し、適切な費用区

分に配分し、毎年開示する必要がある。 

 

設立文書の中に、運営1年目、2年目、3年目の将来を見通した手数料および費用を記載するもの

とする。 

 

8.3. ガイドライン 

 

8.3.1. 手数料・費用測定基準の枠組みに関するファンドの資料 

 

FD.18. ビークルの文書には、マネジャーに開示が期待される手数料・費用測定基準、ならびに投

資家への開示頻度を記載するものとする。 

 

8.3.2. 手数料・費用測定基準の要件 

 

将来を見通した比率とマトリックスはファンドの資料の重要な構成要素である。しかし、それら

は、予想される費用や想定される資産レベル、成長率、ビークルの運用期間、税構造などの前提



INREV GUIDELINES 2014 

99 

 

に基づいている限り、「理論上のもの」である。ビークルの設立段階の、将来を見通した手数料・

費用測定基準に関連する要件を以下に示す。ビークルがひとたび事業を開始すれば、将来を見通

したマトリックスは必要とされない。というのも、これらが前提に基づいている一方で、過去の

マトリックスは過去のデータに基づいているからである。 

 

FM.1. 金額は財務諸表に一致させること。 

 

8.3.2.1. 過去のレート 

 

8.3.2.1.1. 過去の総経費率 

 

FM.2. 年次報告では、加重平均したINREV GAVと加重平均したINREV NAVに基づくパフォーマ

ンスフィーを含めた、あるいはパフォーマンスフィーを除いたビークルの一年間の過去の総経費

率（TER）を提示するものとする。 

 

総経費率（TER）は通常、加重平均したINREV NAVの比率で表される。しかし、INREV NAVに

基づく場合、ビークル内のレバレッジの程度によって、比較可能性に歪みが生じる。それゆえ、

総経費率（TER）はINREV GAVの比率でも表わされる。 

 

分子の構成要素はすでに多くの規制当局によって規定されており、以下に示すように、これには

ビークルの費用も含まれる。これらのビークルの費用が原投資に再請求される範囲において、計

算にも含まれるものとする。 

 

総経費率（TER）を決定する際には、マネジャーが請求する不動産費用は考慮されるべきではな

いが、それは不動産経費率（REER）の一部を構成する。マネジャーが不動産管理業務およびビ

ークル運用業務の双方について単一の手数料を請求する場合、その手数料は構成要素に分けるも

のとする。 

 

パフォーマンスフィーを含めた場合と、パフォーマンスフィーを除外した場合の双方について、

総経費率（TER）を開示するものとする。これは分配金の仕組みが異なることによる。その計算

については個別に開示するものとする。 
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総経費率（TER）の計算式： 

 

総経費率（TER）は、年次報告で公表されたデータに基づく過去の数値または「実際の」数値で

ある。その結果、新たに設立されたビークルの場合、過去の総経費率（TER）は存在しない。 

 

8.3.2.1.2. 過去の不動産経費率 

 

FM.3. 1年間におけるビークルのINREV GAVの加重平均に基づく過去の不動産経費率（REER）

は、年次報告の中で毎年示されるものとする。 

 

総経費率（TER）はビークルが負担する営業費用を表し、一方、不動産経費率（REER）は不動

産資産の運用に関連する費用のみを表す。不動産経費率（REER）にはすべての不動産特有の費

用が含まれる。 

 

分子には資産運用に関連するすべての費用が含まれ、分母にはINREV GAVの加重平均となる。不

動産／投資の売却費用は売却による損益（免除される）の一部を構成するため、不動産費用には

含まれないものとする。 

 

不動産経費率（REER）の計算式： 

 

 

8.3.2.2. 予想比率 

 

8.3.2.2.1. 予想総経費率 

 

FM.4. ビークルの運用期間の1年目、2年目、3年目に関する、INREV GAVの加重平均とビークル

のINREV NAVの加重平均に基づく予想総経費率（TER）を書類に記載するものとする。これらは

見積に基づくものであるとはいえ、過去の総経費率（TER）と同様の方法に従って計算するもの

とする。 
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予想総経費率（TER)はパフォーマンスフィー後に計算されるため、下記に記載されたすべてのビ

ークルの費用を考慮に入れる。 

 

FM.5. 予想総経費率（TER）には、このマトリックスを計算するために作成された見積の開示を

伴うものとする。 

 

8.3.2.2.2. 予想不動産経比率 

 

FM.6. ビークルの運用期間の1年目、2年目、3年目に関する、ビークルの1年間のINREV GAVの

加重平均に基づく予想不動産経費率（REER）を書類に記載するものとする。これらは過去の不

動産経費率（REER）と同様の方法論に従って計算されるものとする。 

 

FM.7. 予想不動産経費率（REER）には、このマトリックスの計算のために作成された見積の開

示を伴うものとする。 

 

8.3.3. 手数料・費用測定基準の計算 

 

8.3.3.1. 経費率の費用区分 

 

FM.8. 手数料および経費は、手数料・費用測定基準の計算のために一貫して区分されるものとす

る。 

 

手数料および経費は総額ベースで表示し、下記のとおり区分されるものとする。 

 

ビークルの費用：これは以下で構成される。 

- 運用手数料：運用サービスに対してマネジャーに支払われる手数料をいう。これには第三

者ビークルの運用サービスが含まれ、マネジャーはビークルにその費用を請求する。 

 

- ビークル手数料：ビークルの運営を維持するための手数料で、大部分がビークルレベルで

発生する。ビークルが特定目的会社を活用して、不動産を所有する事業体を取得する際に

よく利用される。 

取得の仕組みの上部に位置する保有構造をとる特定目的会社が負担する手数料は、ビーク

ルの費用に含まれる。取得ビークルに請求されるこの性質の費用も、この区分に含まれる

ものとする。 

ビークル手数料は以下で構成される。 

 

- 設立費用の償却（設定手数料、引受手数料などの初期費用を含む） 
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- 管理事務手数料 

- 監査手数料 

- 銀行手数料 

- 保管手数料 

- 消滅取引／中断手数料 

- 登録手数料 

- 役員費用／役員報酬 

- 取扱手数料 

- 投資助言手数料 

- ビークルレベルの資産運用手数料 

- 法務手数料（不動産関連以外のもの） 

- ビークルに関連するマーケティング手数料 

- ビークルに関連する専門家手数料 

- 印刷手数料／出版手数料 

- 規制手数料／法定手数料 

- 受託者手数料 

- 評価手数料 

- 清算手数料 

- その他の手数料／雑費／雑支出 

 

- パフォーマンスフィー：これは、ビークルが達成したリターンの中からマネジャーまたは

関連当事者に支払われる手数料をいう。これには第三者に外注した運用費用の一部に関す

る成功報酬が含まれる。これは、パフォーマンスフィーと成功報酬で構成される。 

 

ビークルの費用は総経費率（TER）の計算において使用される。 

 

不動産費用：これは、特定不動産の運用・維持に直接起因する営業費用をいう。これには、総経

費率（TER）に含まれる、ビークルレベルの資産運用または投資助言の費用、および売却プロセ

スから控除される、取得費用または売却費用として資産に計上される手数料は含まれない。不動

産費用は以下で構成される。 

 

- 不動産取得費用の償却 

- 不動産管理手数料 

- 不動産に特有の資産運用手数料 

- 不動産レベルの戦略的運用助言 

- プロジェクトに特有の運用手数料 

- 不動産助言手数料 

- 賃貸費用・賃貸契約更新手数料 
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- 空室のマーケティング 

- 財物保険 

- 開発手数料 

- サービス料の不足 

- 不動産人件費 

 

不動産費用は不動産経費率（REER）の計算において使用される。 

 

財務費用：これは、資金調達活動に関連する特定の手数料および料金をいう。これらの費用は以

下で構成される。 

 

- 銀行金利／貸出金利／当座貸し越し／借入金利 

- 融資手数料 

- 融資仲介手数料 

- 金融商品の再評価損益 

- 通貨損益 

- 有価証券取扱手数料 

- 金融デリバティブに関連する支払い 

 

税務費用：これは、営業利益、資本収益、ビークルと原構造の間の譲渡に比例して変化する。税

務費用は以下で構成される。 

 

- ビークルの運営および資金調達構造に関連する税金 

- ビークルの構造外の投資家に関連する税金（源泉徴収税等） 

- 不動産取引税（譲渡税、キャピタルゲイン等） 

 

免除費用：これは、キャピタルゲインおよびキャピタルロスに関連するその他の項目をいう。免

除費用は以下で構成される。 

 

- 不動産の売却／投資の売却に関する損益 

- 不動産評価の効果 

- のれんの償却 

 

8.3.4. 手数料・費用測定基準の開示 

 

FM.9. マトリックスの計算の構成要素は年次報告の中で開示するものとする。 

 

FM.10. マネジャーが請求する手数料の全構成要素を分析した開示表を提示するものとする。こ
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れには、マネジャーのその他の関係者による、パフォーマンスフィーまたは成功報酬、その他の

取決めの要素が含まれる。 

 

 

FM.11. 以下の表に示す情報を年次報告の中で開示するものとする。 
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8.4. ツールおよび事例 

 

INREV手数料・費用測定基準の計算例を以下に示す。 

 

8.4.1. 事例 - INREV 手数料・費用測定基準の計算および表示方法 

 

 

 

8.5. Q&A 

 

問 

INREV NAVおよびINREV GAVの加重平均はどのように計算するべきか？ 

 

回答 

事例を用いて計算方法を説明する。 
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前提 

 

- 20X0年第4四半期のINREV NAV：500,000 

- 20X1年第1四半期のINREV NAV：750,000 

- 20X1年第2四半期のINREV NAV：650,000 

- 20X1年第3四半期のINREV NAV：640,000 

- 20X1年第4四半期のINREV NAV：630,000 
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9. モジュール 6 - 流動性 

 

9.1. イントロダクション 

 

INREVの目的は、ビークルに対して投資を行う際にすべての投資家が流動性の権利を十分に理解

できるようにし、流動性の権利を行使する際の非上場不動産ビークルのマネジャー、投資家の間

の行動について共通の基準を確立することである。 

 

ビークルの持分の引受方法やビークルの償還方法は、新規および既存の投資家の利害に大きな影

響を及ぼす。公正な流動性の仕組みの確立と投資家への開示を監督することをビークルのコーポ

レートガバナンス活動の目的のひとつとする。一部の管轄区域では、特定のビークルの仕組みに

関連して、法規制または政府規制によってその仕組みが規定される。これらのケースにおいては、

権利、義務、プロセスを十分に開示することは、ビークルが投資家にとって適切であることを確

実にするする上で、依然としてベストプラクティスであると考えられる。 

 

INREVは、欧州の多くの非上場不動産ビークルがさまざまな国の法律に基づいて設立され、統治

されていることを認識している。各国の法律と流動性ガイドラインの間の衝突を軽減する取り組

みにおいて、流動性ガイドラインの範囲を制限することに注意が払われている。INREVは税務・

規制ツールを拡大し、さまざまな対象国のオープンエンド型ビークルに関連する流動性の仕組み

に関する情報を含めることを意図している。 

 

個々の投資家にとって流動性の重要性は大きく異なる。それゆえ、ビークルの設立時にこれらの

ベストプラクティスをどの程度採用すべきかを決定するのは、マネジャーと投資家の役割である。

INREVはマネジャーが一つの方針としてベストプラクティスを採用し、ビークルの投資家全員の

明示的な同意による要請があった場合に限りベストプラクティスから外れることを期待する。マ

ネジャーは、ビークルの運用期間を通じて、流動性のベストプラクティスの採用レベルを報告す

るものとする。 

 

その他のINREVガイドラインとの関係 

 

流動性のガイドラインは開示に照準を定めていることから、INREVが公表する他のツールおよび

事例と大きく重複している。とりわけ、読者には以下をレビューし、これに準拠することを推奨

する。 

 

- コーポレートガバナンスのガイドライン 

- 報告のガイドライン 
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原則とベストプラクティスの構造 

 

流動性のガイドラインは、ビークルの運用期間の自然の流れに関係なく作成されている。 

 

流動性のガイドラインを以下に示す。必要に応じて理解を深めるために追加説明を行う。 

 

9.2. 原則 

 

P.14. ファンドの資料は、投資家の流動性に対する権利を明確に説明するものとする。  

ビークルの持分の引受方法やビークルの償還方法は、新規および既存の投資家の利害に大きな影

響を及ぼす。適切な流動性の仕組みの確立と投資家への開示の監督を、ビークルのコーポレート

ガバナンス活動の目的のひとつとする。一部の管轄区域では、特定のビークルの仕組みに関連し

て、法規制または政府規制によってその仕組みが規定される。これらのケースにおいては、権利、

義務、プロセスを十分に開示することは、ビークルが投資家にとって適切であることを確実にす

る上で、依然としてベストプラクティスであると考えられる。 

 

P.15. 新規持分の発行の条件と価格設定は、新規および既存の投資家にとって適切であることと

する。これが不可能で利害衝突が起こる場合、マネジャーは問題を十分に説明するとともに、各

投資家の利害に影響を及ぼすものとする。 

 

P.16. 可能な場合、投資家は、マネジャーや他の投資家に不利益をもたらさない限りにおいて、

不当な制限を受けることなく、非上場不動産ビークルの持分を譲渡する権利を有するものとする。 

  

P.17. 規約には、そのようなセカンダリーマーケット取引の実施方法に関して明確な法的枠組み

や規制の枠組みを定めるものとする。 

 

P.18. ファンドの資料に関する機密保持の取り決めは 可能であれば、セカンダリーマーケット取

引の進展を防げないものとする。 

 

P.19. 潜在的な新規投資家は、標準的な機密保持契約に署名し、既存投資家の同意を得ることを

条件に、既存投資家と同様にビークルの規約、活動、パフォーマンスに関する情報にアクセスで

きるものとする。同意を条件として、追加情報が提供されることがあるが、そうした情報の提供

はこれらのガイドラインで要求されているわけではない。 

 

追加情報には、強制的な要件ではないが、以下が含まれることがある。 
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投資家の登録リスト（投資家の数、最大の投資家、マネジャーまたは外部投資家に運用を託して

いる投資家）、 

投資口の発行／償還の開示（通常はビークルの財務諸表の中で開示される）、 

追加的な財務開示、予測、不動産ポートフォリオの詳細、評価情報。これは、これらのガイドラ

インによって具体的に要求されていない。 

 

追加情報に関して機密保持契約を結ぶことは適切であるかもしれない。またマネジャーは、第三

者への詳細な情報の開示がビークルや投資家全員の利益を損なう恐れがあると判断した場合には、

そのような情報へのアクセスを制限する権利を有するものとする。機密保持要件に関する追加ガ

イダンスについては4.3.7を参照のこと。 

 

9.3. ガイドライン 

 

9.3.1. 流動性の枠組みに関するファンドの資料要件 

 

FD.24. ビークルの規約とマーケティング資料には、出口戦略の詳細な考慮事項や現行の償還の手

続きとともに、通常の環境および例外的な環境における投資家の流動性の権利およびこれらの権

利の行使方法を記載するものとする。 

 

FD.25. ファンドの資料には、全投資家が新規持分発行、償還、セカンダリーマーケット取引、出

口など、さまざまな流動性に関わる出来事においてどのように扱われるかを説明する流動性プロ

トコル文書を含めるものとする。 

 

この文書は、ビークルの運用期間を通じて見直しと改訂を行い、既存投資家および潜在的な投資

家に提供されるものとする。 

 

FD.26. ビークルの規約には、流動性に関するリスク要因の説明を含めるものとする。これには少

なくとも、マネジャーが償還時の支払いの延期や償還時の支払い価格調整の権利を完全に行使し

た場合の投資家の利益への潜在的な影響に関する分析を含めるものとする。オープンエンド型ビ

ークルについては、ビークルが最適な規模に達しなかった場合のリスクを明確に定め、ポートフ

ォリオの組成や流動性イベントに与える影響について特に言及するものとする。 

 

9.3.2. ビークルの持分の発行 

 

LQ.1. ビークルに参加する際に投資家が署名する引受契約において、投資家はファンドの資料の

中の流動性の制限を十分に理解したことを確認すべき旨を明確かつ分かりやすい形で記載するも

のとする。 
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LQ.2. オープンエンド型ビークルについて、独立した評価サイクルは、投資口の発行と償還の時

期を反映したものとする。 

 

これは、すべての投資家が公平に扱われることを確実にする上で有用である。 

 

LQ.3. 引受価格や償還価格に影響を与える、マネジャーが採用する評価の根拠に対する調整は、

調整の根拠を含めて、全投資家に開示されるものとする。 

  

LQ.4. 新投資口の発行における価格設定の仕組みは、現地の法規制に従い、全投資家にとって公

平かつ明瞭で疑問の余地がないものでなければならない。 

  

LQ.5. 新投資口の発行は、原不動産資産の最新の独立した評価、およびビークルのその他すべて

の資産と負債の最新の評価を用いて決定された価格に基づいて行われるものとする。 

  

LQ.6. マネジャーまたは独立した鑑定人が用いた特殊な前提は、関係者すべてに開示されるもの

とする。 

 

LQ.7. マネジャーは、ビークルを引き受ける可能性がある各投資家タイプについて、マネーロン

ダリング禁止要件または「顧客熟知」要件を維持するものとする。これはビークルの管理運営に

関わるすべての規制対象者（受託者、預託機関、管理者を含む）の要件を反映したものとする。 

 

LQ.8. クローズドエンド型ビークルの新規持分の発行は通常、その時点の純資産価値またはビー

クルの第1回クロージング後に出資を行う投資家からの平衡支払いという形をもって実費で行わ

れる。 

 

純資産価値アプローチが採用される場合、マネジャーは以下を行うものとする。 

 

- 支払うべき引受プレミアムの特定と計算方法の説明 

- 純資産価値が原不動産資産の最新の独立した評価に基づいていることの確認 

- マネジャーまたは独立した鑑定人が純資産価値の計算において用いた特殊な前提の特定 

 

原価 + 平衡アプローチを採用する場合、マネジャーは新規に参加する投資家に対して、平衡額の

計算方法を示す実例を提供するものとする。 

 

9.3.3. 出資金の償還 

 

LQ.9. マネジャーは、投資家に対し、定期的に償還プロセスについての助言を行うものとする。
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これには、通知期間、償還日、価格設定方針、支払い時期が含まれる。 

 

LQ.10. マネジャーは、償還価格を独自の判断で設定する権利、または償還価格の主要な構成要素

について他者が採用する前提（不動産価格評価等）を開示することを義務付けられる。これらの

権利を行使した結果、通常の慣行に変更がある場合は、速やかに投資家に通知するものとする。 

 

LQ.11. マネジャーは、償還金の支払いを延期するすべての権利を開示する義務を負う。そのよう

な権利が行使される状況において、マネジャーは償還を受ける投資家に対して速やかにその旨を

通知し、その理由を説明するものとする。 

 

LQ.12. マネジャーが支払いの延期を行う権利を行使する場合、または予想される償還価格を大幅

に変更する場合には、償還を受ける投資家は、定められた期間内に償還の要請を撤回する権利を

有するものとする。 

 

9.3.4. 持分のセカンダリーマーケット取引 

 

LQ.13. マネジャーは、譲渡に関する要請を考慮する際に、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、オープンエンド型ビークルについて、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。 

 

LQ.14. マネジャーは、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または「顧

客熟知」要件を定めるものとする。 

 

これは、ビークルの管理・運営に関わるすべての規制対象者（受託者、預託機関、管理者を含む）

の要件を反映したものとする。 

 

LQ.15. 第三者（潜在的な投資家、募集代理人、第三者取引プラットフォームを含む）に情報を開

示する上で機密保持契約が求められる場合、マネジャーは、規約にその旨を記載しなければなら

ない。またその場合、マネジャーは各当事者が常に利用できる標準的な機密保持契約を作成する

ものとする。 

 

「適格投資家」の明確な定義を規約に組み込み、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明確化するものとする。 

 

LQ.16. 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の期間内に
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おいて、第一優先権に基づいてその草案を作成するものとする。 

 

投資家が権利を行使しないことを選択した場合、売却しようとする投資家は、合意した期間にお

いて、当初の募集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できるも

のとする。 

 

LQ.17. 設立時に、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、マネジャーが合理的に要求する変

更が加えられる可能性がある。 

 

譲渡契約の最終的な形式は、買主、売却しようとする投資家、マネジャーを含む全当事者の交渉

によって決定することが確認されている。 

  

LQ.18. 投資家は、規約および流動性プロトコル文書がニーズに合致するように、両文書を注意深

く見直すものとする。 

 

LQ.19. 社外役員は、投資口の発行と償還の公正価格設定の仕組みの確立、および適切なセカンダ

リーマーケット取引の枠組みを監督するものとする。 

  

LQ.20. マネジャーは、ビークルの流動性の仕組みについて最新のプロトコルを維持するものとす

る。これには、セカンダリーマーケット取引に関する方針が含まれる。 

 

この方針では、セカンダリーマーケット取引に関連してマネジャーが実施するサービス、マネジ

ャーまたはビークルが請求する手数料や費用について説明するものとする。またその方針はマネ

ジャーが売却しようとする保有者および第三者取引プラットフォームが任命した募集代理人とど

のように交流するか示すものとする。 

 

LQ.21. マネジャーは、以下を行うものとする。 

 

- 売却においてマネジャーが行うサービス、およびそのサービスについて当事者間で合意された

手数料についての妥当な表明および保証に対して合意が得られた場合に、持分の売却を希望す

る投資家と協力するためにあらゆる合理的な努力を払う。 

- 投資家に対して、9.3.7 報告要件に定める情報を含んだ報告書を定期的に提出する。これには 

- セカンダリーマーケットで入手可能な持分が確認された場合、それを可及的速やかにすべての

保有者に通知する。マネジャーは売却者の詳細を開示する義務を負わない。 

 

ビークルが少なくとも四半期ごとの外部評価を実施していない場合は、マネジャーは鑑定人、売

手側投資家が指名する財務顧問、および／または潜在的な投資家が求める妥当な情報をすべて開
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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。特定の妥当な状況下においては、マネジャーが売却への同意

を拒否するのは合理的である。これには次のものが考えられる。 

 

- ビークルまたはその投資家に課税面で不利益をもたらす場合。 

- 規制面でビークルに影響を与える場合。 

- 提案された譲受人は財務力不足で責任を果たせない、または十分な保証金を提供する意思また

は能力がないとマネジャーが判断した場合。 

- 譲受人が、マネジャー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うことができな

い場合。 

- 提案された譲受人が「適格投資家」の定義に該当しない場合。 

 

マネジャーが自身の見解として、文書または発表において著しく不正確、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、マネジャーは売手側投資

家に対して、かかる問題を起こす文書の配布または発表を中断し、および／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。 

 

LQ.22. 売手側投資家は、以下を行うものとする。 

 

- 適切な同意が得られた場合、既存の投資家またはその顧問から紹介された潜在的な投資家に対

して、最新の年次報告、中間報告、SDDSに定める情報を提供する。この場合、マネジャーは

第三者によるいかなる申し立てからも保護されるものとする。ただし、投資家が作成するマー

ケティング資料の検証に関して、マネジャーが資料開示に協力することを当該既存投資家が期

待するのは妥当である。 

- マネジャーまたはビークルが売却要請に応える上で負担する第三者費用について、マネジャー

を補償する。 

- 販売資料に記載されているビークル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、マネジャーとビークルを補償する。 

 

LQ.23. マネジャーは、以下を行うものとする。 

 

- ビークル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、マネジャーが提供する意向

であるサービス、およびかかるサービスの提供の料金を全保有者に通知する。 

- 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

ット取引に関する政策綱領を公表する。この政策綱領は、オープンエンド型ビークルについて、

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したものでなければならない。既存の投資家

と潜在的な投資家はいつでも自由にこれを入手できるものとする。 
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- 潜在的な投資家が妥当な範囲でマネジャーのスタッフにアクセスすることを許し、そのスタッ

フがビークルの戦略の説明し、適切な場合には、妥当な費用を返却することを条件に不動産へ

のアクセスの手配を行う。 

- 売手から要請があった場合、潜在的な投資家（またはそのグループ）が適格投資家として認め

られない場合はその旨売手に助言する。 

- 受け入れ可能と思われる標準的な機密保持契約を求めに応じて提供するか、もしくは妥当な場

合、売手側投資家が作成した機密保持契約に盛り込むべき情報を提供する。かかる契約の条件

決定に当たり、マネジャーは適切な行動を取るものとする。 

- 新規投資家または受託者に求められる情報を特定した、マネーロンダリング禁止要件の声明を

維持する。この声明は、ビークルの管理・運営に関わるすべての規制対象者（受託者および管

理者を含む）の要件を反映したものとし、要件が包括的なものであることを確実にする。 

- 潜在的な投資家に関して自身に提供されたすべての情報を機密情報として扱い、法で求められ

る場合を除き、同意なしにこれを第三者に開示してはならない。 

- すべての有効な書類を受領した後、遅滞なく投資家の登録リストが更新されるよう、あらゆる

妥当な措置を講じる。 

 

LQ.24. 社外役員は、以下を行うものとする。 

 

- セカンダリーマーケット取引に関するマネジャーの行動を監視し、その行動が法律およびビー

クルの規約に適合していることを確認する。 

 

LQ.25. 売手側投資家は、以下を行うものとする。 

 

- ビークルに対する持分またはその一部を売却する意向をマネジャーに通知する。 

- ビークル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。  

- 潜在的な投資家の受容性について早期にマネジャーと協議する。  

- 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。  

- 募集代理人として行動するよう委任した顧問に対し、売手側投資家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適切な権限を有していることを確認する。  

- 持分の売却に使用される販売資料、およびかかる資料の配布が、ビークル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。  

- ビークル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、あらゆる妥

当な措置を講じる。  

- 販売に関する公告において、自身が投資家という立場で発言しているのであって、その発言は

マネジャーや他の投資家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。 
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9.3.5. ビークルの清算 

 

LQ.26. マネジャーは、原ビークル事業体の妥当な限り早期の解散を可能にするため、売却契約に

おける継続的な債務の規模と期間を軽減するよう努める。 

 

LQ.27. マネジャーは、資産が売却された段階で、継続債務および、ビークルの最終的な清算の時

期に及ぼす影響について逐次、投資家に通知するものとする。継続債務は各プロジェクトへの資

本コミットメントの割合および総計で計上するものとする。 

 

LQ.28. マネジャーは、投資家に一旦分配された後に、自身が回収できる資本額に制限を設けるも

のとする。資本の回収可能期間についても制限を設け、それをファンドの資料および報告書の中

で明確に開示するものとする。 

 

LQ.29. マネジャーは、回収可能な資本のレベルおよびその使途に対するマネジャーの期待につい

て、逐次、投資家に通知するものとする。 

 

LQ.30. クローズドエンド型ビークルに課される投資制限は、ビークルの清算段階においては適用

を停止するものとする。 

 

9.3.6. ビークルの運用期間の延長 

 

LQ.31. ビークルの規約には、延長に関する投資口保有者とマネジャーの権利および義務を記載す

るものとする（投資家の承認権利、延長期間中の運用手数料の変更等）。 

 

LQ.32. 自身にビークルの運用期間延長の裁量権がある場合、マネジャーは、ビークルの運用期間

を通じて、年次報告および四半期報告の中でかかる延長の必要性に関する自身の考えを開示する

ものとする。 

 

LQ.33. マネジャーがビークルの運用期間延長を決定した場合、マネジャーは、その根拠を開示す

るものとする。これには、延長により期待される投資家への財務メリットを含める。 

 

LQ.34. マネジャーが投資家の同意の下にビークルの期間を延長することを希望する場合、マネジ

ャーは次の情報を全投資家に提供するものとする。 

 

- 現在清算した場合とそれ以降の期間に清算した場合の効果の比較に関する財務分析 

- 延期された出口がもたらす影響の完全な評価（債務満期、ヘッジ商品、合弁事業の解消条

項等） 

- コストへの影響 
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- 各資産に関する事業計画の改定 

- 延長期間におけるマネジャーの任命期間（手数料を含む）の確認。延長期間における手数

料について協議を行うことを前提とする。 

 

LQ.35. ビークルの延長が必要であることが明白になった場合、マネジャーは、いかなる場合でも

ビークルの当初の終了日の少なくとも12か月前までに、できるだけ速やかにビークルの延長の提

案を提示するものとする。 

 

LQ.36. マネジャーは、正式な評決を行う前に、少なくとも8週間の検討期間を投資家に与えるも

のとする。 

 

LQ.37. 投資家は、ビークルの費用負担にて、協働する顧問を任命する権利を有する。任命は投資

顧問委員会（IAC）によって承認され、投資顧問委員会が存在しない場合には、投資家の過半数

によって承認されるものとする。 

 

LQ.38. ビークルの運用期間が当初期間を超えて延長される場合、ベストプラクティスは、投資家

の圧倒的多数の承認によって、当初期間後のいつでも、理由の有無にかかわらず、マネジャーの

任命を終了させることができることである。 

 

9.3.7. 報告要件 

 

LQ.39. マネジャーは、四半期報告および年次報告の中で投資家に対して以下を行うものとする。 

 

- 会計年度において発行された持分、償還された持分、譲渡された持分を示す図表の提出。

年度末における未処理の償還または引受の要請、および未処理のロックイン制約も併せて

示す。 

- 流動化イベントがビークルまたはビークルの純資産価値の価格設定にもたらすリスクの特

定。流動化イベントには、持分の流入、償還、契約条項の実際の違反／潜在的な違反が含

まれる。 

 

LQ.40. マネジャーは、1人の意思決定者／助言者にコントロールされたいずれか1人の投資家ま

たは投資家グループが得る、ビークルの重要決定に対する負の制御のリスクを投資家全員に知ら

せるものとする。 
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10. モジュール 7 - INREV データデリバリー 

 

P.20. マネジャーは、業界データの分析およびパフォーマンスの測定に関連してINREVが要請す

る情報を提供するものとする。 

 

DD.1. マネジャーは、各歴四半期末から8週間以内に、INREVに最新のビークルのデータおよび

財務パフォーマンスデータを提供するものとする。これらのデータはINREVビークルユニバース

およびINREVインデックスに盛り込まれる。 

 

マネジャーは、INREV SDDSのファンドレベルのデータをINREVに提出することを奨励される。

これにはパフォーマンス測定に必要な全データ、およびさらなる業界ベンチマーキングを可能に

する追加情報が含まれる。 
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11. 定義 

 

この定義は、さまざまな技術や専門用語について共通の理解を得るために作成したものである。

ただし、これらの定義は法的価値を持つものではなく、それゆえ法的なファンドの資料で使用し

てはならないものとする。 

 

11.1. 定義 

 

取得手数料 

資産の取得によりその四半期の間にビークルに生じる手数料（費用または資産に計上したもの）

をいう。 

 

取得額 

四半期の間に完了した購入の総額（取得費用を含む）をいう。 

 

資本支出額 

資産に計上された不動産の改修に関連する費用で、IFRSに基づく運営費用以外のものをいう。 

 

売却額 

売却関連費用の控除後の売却総額をいう。 

 

新規ローン／更新ローンの金額 

新規ローン（追加借り入れ／借換え）の合計価額をいう。 

 

資産運用手数料 

ビークルの代わりに資産を運用するサービスに対して、ビークルのマネジャーに支払われる報酬

をいう。 

 

キャピタルゲイン／キャピタルロス（未実現） 

キビークルのすべての資産および債務に関する未実現キャピタルゲイン／キャピタルロスをいう。 

 

キャピタルゲイン／キャピタルロス（実現） 

ビークルのすべての資産および債務に関する実現キャピタルゲイン／キャピタルロスをいう。 

 

成功報酬 

マネジャーに生じるビークルの利益分配割合に相当する金額をいう。 
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現金管理手数料 

マネジャーまたは第三者が提供するトレジャリー・サービスに対して支払われる報酬をいう。 

 

キャッチアップ 

キャッチアップは、投資家のリターンが設定されたハードルレートに達した場合に発効し、合意

された優先リターンを投資家に提供する。その後、マネジャーはキャッチアップ期間に入り、成

功報酬契約によって定められた利益スプリットに至るまで、合意された比率に応じた利益を受け

取る。 

 

クローバック（払い戻し） 

ビークルの投資家またはマネジャーのいずれかが、以前に受け取った分配金またはパフォーマン

スフィーを用いることに合意した取り決めをいい、投資家の場合にはパフォーマンスフィーのそ

の後の不足分を補填し、マネジャーの場合にはビークルの全運用期間を通じて不振のパフォーマ

ンスをカバーする。 

 

クローズドエンド型ビークル 

申し込みの受付期間を限定したビークルであり、以下に該当するものをいう。 

- 既存の投資家の同意を得ることなく、ビークルが受け入れる資本金について正式に上限が定め

られているもの。 

- 期間が定められているもの。  

- 流動性が限られているが、ビークルの持分の購入を希望する投資家は既存の投資家から持分を

購入できる（ビークルのクローズ後に）もの。 

- 投資家の選択による持分の償還は、ビークルのライフの終了後、あるいは12か月前までに通知

することによって中間期に行われる。 

 

コミットメント 

ファンドに対するコミットメントとは、構成するファンドの資料に概説された仕様の通知によっ

て、マネジャーがコミットメント期間中に投資家から引き出すことのできる、合意済みの資本の

合計額をいう。 

 

コミットメント手数料 

コミットメント手数料とは、投資家が融資の実行を確約したもののまだ実行していない金額につ

いて、コミットメント期間を有効とするため請求される手数料をいう。 

 

コミットメント期間 

コミットメント期間とは、最初のクロージング後に、マネジャーから融資実行の通知を受け取る

ことで、投資家が融資を拠出する義務がある期間をいう。 
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コアファンドまたはコアビークル 

INREVのスタイル区分ツールを参照。 

 

開発ポートフォリオ費用 

開発中のすべての資産に関連して支払われる全費用をいう。 

 

通貨エクスポージャー 

ビークルの通貨における外国通貨の比率をいい、純資産価値に対する比率で表される。 

 

現在の開発エクスポージャー（GAVに対する比率） 

開発プロジェクトに投資されているビークルのGAVの比率をいう。これは開発ポートフォリオの

適正価額／ビークルのGAVに等しい。 

 

現在のエクイティ・マルチプル（総額） 

現在のエクイティ・マルチプル（総額）は、現在のエクイティ・マルチプル（純額）に等しいが、

ビークルレベルの手数料、税金、成功報酬の控除の効果を取り除くために調整されている。 

この場合、立ち上げ以来の総IRRの計算に用いられるキャッシュフローの合計を分子として使用

し、実行された融資の合計を分母として使用する（疑義を避けるために付記すると、実行された

資本コミットメントの合計ではない）。 

 

現在のエクイティ・マルチプル（純額）  

現在のエクイティ・マルチプル（純額）= [ 資本リターンの合計 + 収入／金利／分配金の配当の

合計 + ビークルの適正価額（純資産価値）] / 実行された融資の合計 

この場合、立ち上げ以来の純IRRの計算に用いられるキャッシュフローの合計を分子として使用

し、立ち上げ以来実行された融資の合計を分母として使用する（疑義を避けるために付記すると、

実行された資本コミットメントの合計ではない）。 

 

デット・サービス・カバレッジ・レシオ（DSCR） 

今後4四半期における予想NOIを同期間における（株主ではなく）銀行の融資に対する予想金利お

よび予定される割賦での返済額の割合として表わしたものをいう。これはビークルの各融資枠の

異なる規定を正確には反映していない可能性があるポートフォリオマトリックスであるが、負債

の返済におけるおおまかなビークルの能力を示すことを目的とする。疑義を避けるために付記す

ると、DSCRの計算は銀行預金を考慮に入れていない。 

計算方法：デット・サービス・カバレッジ・レシオ（DSCR）= 今後4四半期における予想年間

NOI / 今後4四半期において予想される年間支払利子と割賦での返済額 

 



INREV GUIDELINES 2014 

121 

 

開発管理手数料 

開発・設計・専門家チームおよびプロジェクトマネジャーの監督を含む、開発管理サービスの提

案に対して、マネジャーに生じる手数料をいう。総開発費／資本支出の一部の場合もある。 

 

売却手数料 

資産の売却に対してビークルに生じる手数料（費用または資産に計上したもの）をいう。 

 

配当利回り 

12か月ごとに投資家に分配されるビークルの収入額（または株主融資の金利支払い）をいう。同

期間における平均純資産価値の比率で支払われる。 

 

ビークルの初期期間の終わり（終了日） 

ファンドの資料に記載されている最も早い終了日をいう。 

 

投資期間の終了 

ファンドの資料に定義されている投資期間の終了をいう。 

 

ビークルの最大延長可能期間の終わり 

マネジャーの裁量により事前に決定された延長または諮問委員会または投資家の投票による延長

に基づくビークルの最長終了日をいう。 

 

想定賃料価値（ERV） 

現在の市況に照らして賃貸されると合理的に予想される物件内のスペースの現在の賃料をいう。 

 

免除手数料および免除報酬 

総経費率（TER）および不動産経費率（REER）の計算に含まれない特定の手数料および報酬を

いう。手数料・費用測定基準モジュールに記載された免除報酬および費用の事例を参照のこと。 

 

適正価額（IFRSの定義） 

IFRSでは適正価額を測定日における市場参加者間の秩序ある取引にて資産の売却時に受け取る

金額、または債務の譲渡時に支払う金額と定義している。別途具体的に言及されない限り、INREV

ガイドラインではIFRSの適正価額の定義を前提としている。 

 

INREVガイドラインに基づくビークルの適正価額 

INREV NAVモジュールに従って、マネジャーが報告した純資産価値（NAV）をいう。 

 

投資ポートフォリオの適正価額 

不動産評価モジュールに従った投資不動産および売却を目的とする取引不動産（安定化しリース
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アップした不動産）の適正価額をいう。 

 

投資不動産の適正価額 

不動産評価モジュールに従って決定された投資不動産の適正価額をいう。 

 

最終クロージング 

最終クロージングは、ビークルが新規出資申込みを締切る際に、マネジャーが設定したエクイテ

ィ調達期間の最後に発生する。 

 

融資手数料 

ビークルの外部資金調達の手配に対してマネジャーに生じる手数料をいう。 

 

初回クロージング 

ビークルが設置され初回の出資申込みが完了し、コミットメント期間が開始される、マネジャー

が指定した日付をいう。 

 

為替差額 

IFRSでは為替差額を、一定数の通貨を異なる為替レートで別の通貨に変えた場合に生じる差異と

定義している。SDDSに即して、これには為替の動きおよびヘッジ商品の評価が含まれる。 

 

ファンドまたはビークル 

共通の投資目的に従って、3人以上の投資家の資本がまとめてプールされ、単一の事業体として運

営される仕組みを説明するために用いられる用語。この定義の目的において、これらの用語は区

別せずに用いることが可能である。 

 

ファンドのスタイルまたはビークルのスタイル 

該当する場合、マネジャーが自ら設定したスタイルをいう。 

 

運用下のファンド 

マネジャーが自身および顧客のために運用するビークルの純資産価値および顧客が融資の実行を

確約したもののまだ実行していない金額をいう。 

 

ビークルの総資産価値（合弁事業の比例持分を含む） 

総不動産価値に、選択した評価原則に基づく追加資産の市場価格による価値を加えたものをいう。 

通常含まれるべき追加資産は以下のようなその他の固定資産や流動資産である。 

- 他のビークル、証券、工場、機器等への投資 

- 長期投資資金、収入、債務者、短期投資（1年未満）および前払金から生じる現金 
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ビークルの総エクイティ・マルチプル（実現） 

あらゆるビークルレベルの手数料、税金、成功報酬を差し引く前の、ディベストメントされた投

資済み持分の一部であるエクイティ・マルチプルをいう（取得金を配分したかどうかは問わない）。 

 

総不動産価値 

直近の外部評価または内部評価の時点で保有している不動産の価値をいう。 

 

初期利回り（総額） 

不動産価値で除した現在支払われている賃料をいう。 

 

総内部収益率（IRR） 

あらゆるビークル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をい

う。 

 

ビークルの総内部収益率（IRR）（実現） 

あらゆるビークルレベルの手数料、税金、成功報酬を差し引く前の、実際のディベストメントに

よって達成した投資済み持分の一部の内部収益率をいう（取得金が配分または再投資されたかは

問わない）。売却によらない未実現のリターンまたは分配金は無視し、エンドバリューとしての

純資産価値を含まない。 

 

営業総利益 

一般的営業費用を差し引く前の全投資不動産の総利益をいう。総利益には賃料収入および不動産

に関連するその他の収入のすべて（駐車場収入等）が含まれる。ビークルの運用ポートフォリオ

に関係し、「その他純利益」に計上される（再）開発資産は含まれない。 

 

不動産総利回り 

ビークルレベルの費用を差し引く前の一定の期間における、不動産ポートフォリオのレバレッジ

をかけない絶対利回りをいう。 

 

総利回り 

ビークルレベルの手数料および費用を差し引く前の、一定の期間におけるビークルの絶対利回り

をいう。 

 

ハードルレート 

年換算利回りをいい、それを超えた投資家の純益についてはマネジャーと分配する。 

 

インカム・リターン 

収益（キャピタルゲイン／キャピタルロスを除く）/ 加重平均INREV NAV  
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内部評価 

内部評価とは、資産を保有する事業体、関連会社、またはマネジャーが雇用する鑑定人によって

実施される評価をいう。通常、内部鑑定人は独立性および専門的な客観性の要件をすべて満たす

が、公開発表および規制の理由から、独立外部鑑定人の役割を満たすことが必ずしも容認される

とは限らない。 

 

インタレストサービスカバレッジレシオ 

今後4四半期における予想NOIを同期間における銀行融資（株主融資ではない）について予想され

る金利支払いの比率で表したものをいう。これはポートフォリオマトリックスであり、ビークル

の各融資枠の異なる規定を正確に反映しているとは限らないが、ビークルの一般的な債務返済力

を示すことを目的とする。疑義を避けるために付記すると、インタレストサービスカバレッジレ

シオは銀行預金と関係なく計算される。 

 

投資期間 

ビークルの運用期間において、ビークルが資産を取得し、資産の売却による収入を再投資するこ

とができる期間をいう。 

 

金利ヘッジ比率 

デリバティブを通して金利リスクをヘッジされている株主融資を除く債務の名目価値の割合をい

う。 

 

内部収益率（IRR） 

保有期間における資本投資の現在価値に基づく年利益率をいい、投資に対する比率で表す。 

 

設立以来の内部収益率（手数料控除前） 

ビークルレベルの手数料、税金、成功報酬を差し引く前の、ビークルレベルのエクイティ内部収

益率をいう。この計算では最終値として純資産価値（必要に応じて手数料、税金、成功報酬の効

果を除去できるよう調整）を採用し、設立時点から現在の四半期までを対象とする。 

 

設立以降の内部収益率（純額） 

ビークルレベルの手数料、税金、成功報酬を差し引いた後の、投資家に対するビークルのエクイ

ティ内部収益率（純額）をいう。この計算は終値として純資産価値（必要に応じて予想手数料、

税金、成功報酬の効果を認識するよう調整）を採用し、設立時点からを対象とし、現在の四半期

末までの実際の分配金に基づいて計算されるものとする。 

 

キーマン条項 

ビークルの代わりに投資およびその運用を行う運用の専門家が、投資家がビークルの運用を期待
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する個人および／または以前の実績に責任を負う個人と確実に同一となるよう企図した条項をい

う。キーマン条項は多くの場合、ある重要な人員がマネジャーを去る場合に、投資家がビークル

への追加投資を中断することを認める。 

 

借入金比率（LTV） 

ビークルレベルの連結された外部レバレッジの合計をいう。ビークルの総資産価値（GAV）に対

する比率で表す。 

 

エクイティ負債比率 

ビークルレベルの連結されたレバレッジの合計をいう。ビークルの純資産価値（NAV）に対する

比率で表す。 

 

マネジャー 

ビークルのマネジャーをいう。不動産管理者のように他の機能を引き受け、あるいは委託されて

いるかどうかは問わない。 

 

運用手数料 

運用サービスに対してマネジャーに支払われる各種手数料をいう。ただし、マネジャーがビーク

ルに請求する第三者サービスに対する手数料は除くものとする。 

 

借入金比率（LTV）の上限 

ビークルレベルの連結された外部レバレッジの合計をいう。ビークルの総資産価値（GAV）に対

する比率で表す。 

会計基準に応じて、マネジャーは負債を市場価格で計算する。損益はビークルの損益勘定に反映

される。 

融資の形態を取る投資家の引受（税目的等）は計算から除外するものとする。 

 

INREV NAV調整に対する非支配的効果 

この調整は、INREV NAV調整（非支配的効果を除くINREV NAV）における少数株主持ち分の認

識の総効果が純資産価値にもたらす影響を示すものである。 

 

純資産価値（NAV）  

選択した評価原則に基づいてビークルの総資産価値（GAV）から全債務を差し引いたものをいう。 

 

換算利回り（純額） 

時間加重した初期利回り（純額）と将来予想利回りの平均をいう。収入の受け取り時点に基づい

て不動産が生み出す利回りを表す。 
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資金調達費用（純額） 

外部債務（金利費用または受取金利、延長手数料、前払手数料、関係する金利スワップの費

用等）に関連するすべての費用をいう。償却および投資家への分配金は除く。 

 

内部収益率（純額） 

ビークルレベルのすべて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後の絶

対内部収益率をいう。（出所：www.nationalcne.org/faq/re_glossary.htm） 

 

初期利回り（純額） 

総不動産価値と名目取得費用の合計額で除した現在支払われている賃料または営業純利益をいう。 

 

営業純利益（NOI） 

当該期間における不動産の営業総利益から営業費用を差し引いたものをいう。営業純利益は「そ

の他純利益」に計上される（再）開発資産にではなく、ビークルの運用ポートフォリオに関係す

る。 

 

純利回り 

ビークルレベルの手数料および費用（税金および債務の返済を含む）をすべて差し引いた後の、

一定期間に投資家が手にする額をいう。 

 

NOI利回り 

営業純利益（NOI）/ 投資ポートフォリオの適正価額。 

 

株主融資を除く債務の名目価値 

これには、第三者のポートフォリオ枠または与信枠（および実行したエクイティブリッジ）が含

まれる。すべての通貨をビークルの通貨に変換する。 

 

資産の数 

マネジャーが定義する資産の数をいう。 

 

新規融資／更新融資の数 

新規融資（追加借り入れ／借換え）の合計数をいう。 

 

募集価格 

投資家がビークルの持分の引受を希望する場合に、（純資産価値に応じて）支払わなければなら

ない金額をいう。 

 

http://www.nationalcne.org/faq/re_glossary.htm
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オープンエンド型ビークル 

以下に該当するビークルをいう。 

- ビークルに投資される資本の上限が正式に設定されていないもの。 

- 取引がビークルを通じた発行／償還ベースまたは売買マッチング取引ベースで行われるもの。 

- 投資口の発行／償還が、とりわけ価格、通知期間、投資口数、支払期間の条件に従って行われ

るもの。 

 

運用費用 

修繕費、保険料、不動産管理手数料、水道光熱費、消耗品費、不動産税、回収不可能なサービス

料など、不動産の日常の運用において発生する回収不可能な費用をいう。資金調達費用（純額）、

ビークルレベルの費用、ビークルレベルの手数料、資本支出、償却費、所得税を除く。 

 

運用実績 

営業純利益（NOI）に他の純利益を加えたものをいう。 

 

オポチュニスティックビークル 

INREVのスタイル区分ツールを参照のこと。 

 

その他純利益 

開発プロジェクトの収入および非賃貸収入から関連する営業費用を差し引いて計算した、経常外

の非営業利益をいう。 

 

投資された資本コミットメントの合計の割合 

（全投資家による）実行された資本コミットメントの合計 / 資本コミットメントの合計をいう。 

現在投資されているビークルに対する資本コミットメントの金額（返済した資本を再投資するこ

とを認める）をコミットメントの合計で見たビークルの規模の合計に対する比率で表す。 

 

パフォーマンスフィー 

ビークルが達成した利回りのうち、マネジャーに対して支払うべき手数料をいう。設定されたハ

ードルレートを超えるビークルのパフォーマンスに対する割合として、ビークルの運用期間また

はビークルの終了時に計算する。 

 

ビークルの設立から終了までの予想内部収益率（総額） 

マネジャーの推定に基づくビークルの設立から終了までの期間における、あるいはオープンエン

ド型ビークルの場合はマネジャーと投資家の間で合意された期間における、現在予想される総利

回りのパフォーマンス（税金、手数料、成功報酬の控除前）をいう。 
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ビークルの設立から終了までの予想内部収益率（純額） 

マネジャーの推定に基づくビークルの設立から終了までの期間における、あるいはオープンエン

ド型ビークルの場合はマネジャーと投資家の間で合意された期間における、現在予想される純利

回りのパフォーマンス（税金、手数料、成功報酬の控除後）をいう。 

 

予想されるエクイティ・マルチプル（総額） 

マネジャーの推定に基づくビークルの設立から終了までの期間における、あるいはオープンエン

ド型ビークルの場合はマネジャーと投資家の間で合意された期間における、現在予想される総エ

クイティ・マルチプル（税金、手数料、成功報酬の控除前）をいう。実現された投資のエクイテ

ィ・マルチプルと、未実現投資についてマネジャーが推定するエクイティ・マルチプルの加重平

均を表す。 

 

予想されるエクイティ・マルチプル（純額） 

マネジャーの推定に基づくビークルの設立から終了までの期間における、あるいはオープンエン

ド型ビークルの場合はマネジャーと投資家の間で合意された期間における、現在予想される総エ

クイティ・マルチプル（税金、手数料、成功報酬の控除後）をいう。実現された投資のエクイテ

ィ・マルチプルと、未実現投資についてマネジャーが推定するエクイティ・マルチプルの加重平

均を表す。 

 

先買権 

既存の投資家に付与される権利で、その既存の投資家がビークルからの撤退を希望する別の既存

の投資家から市場で持分を売り出す前にその持分を購入することができる権利をいう。 

 

不動産費用 

手数料・費用測定基準モジュールに従って決定される特定の不動産の取得、管理、または売却に

直接起因する営業費用をいう。 

 

不動産レベルの借入金比率 

株主融資を除く債務の名目価格 / 投資および開発ポートフォリオの適正価額の合計をいう。 

 

不動産管理手数料 

ビークルが保有する各資産の運営管理に対して不動産管理者に支払われる手数料をいう。 

 

不動産経費率（REER） 

12か月間におけるビークルレベルの年間費用および物件に特有の年間費用をいい、ビークルの平

均的な資産（平均総資産価値（GAV）および平均純資産価値（NAV））に対する比率で表す。 
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再請求可能な資本 

分配された資金の返却のうち、マネジャーによって再請求可能なもので、一度分配された後に再

請求可能な資本金の一部をいう。再請求可能な資本金の存在は投資家の残存資本コミットメント

を高める。 

 

償還 

投資家が保有する持分の返却をいう。 

 

再開発 

建物または土地利用許可書を取得または変更するための活動、不動産価値を高めることを企図し

たプロジェクトの資金調達および建設工事のすべてが含まれる。これには不動産の電気・ガス・

水道設備および省エネ向上のための改良を含む。 

（再）開発の閾値としては、各資産の総資産価値（GAV）の15%以上が（再）開発について支出

された場合、その特定資産の総資産価値（GAV）全体が（再）開発と見なされる。（再）開発に

ついての支出が各資産の総資産価値（GAV）の15%を下回る場合、その特定資産の総資産価値

（GAV）全体が改修と見なされる。 

 

関係者 

他者を支配できる場合、または財務・営業上の決定において他者に大きな影響力を行使できる、

あるいは共同で支配できる場合に、その者は関係者と見なされる。（出所：IAS第24号）  

 

残存出資コミットメント 

ビークルの残存出資コミットメント（適切な場合は再請求可能な資本を含む）の合計をいう。残

存出資コミットメント = 出資コミットメントの合計 - 実行された出資コミットメントの合計 + 

設立以来の再請求可能な資本。 

 

譲渡の制限 

当事者間でのビークルの持分の譲渡に関してマネジャーが概要を示した条件をいう。 

 

ヘッジ目的で保有するデリバティブ金融商品の適正価額への再評価 

この調整は、デリバティブ金融商品を適正価額で計上したことによる、純資産価値への影響を表

す。ビークルが再評価を行わない場合には、その旨明確に示すものとする。 

 

将来予想収益 

ERVに基づく次回の更新／見直し時に予想される賃料の上昇をいう。 

 

将来予想利回り 

予想される賃料価値をいう。総不動産価値に対する割合で表す。  
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セカンダリー取引 

既存の投資家が新規発行や償還を伴わず、オープンエンド型ビークルまたはクローズドエンド型

ビークルの投資口または持分を合意した価格および特定の条件で他の投資家（新規の投資家また

はそのビークルにすでに投資している者のいずれか）に譲渡する取引をいう。 

 

設立費用 

実行可能なビークルの組成および設立に直接関係する全費用をいう。 

 

投資期間の開始 

ビークルが資産の取得を行うことができる投資期間の始まりをいう。 

 

引受契約 

ビークルへの参加を目的として新規投資家が交わす法的契約をいい、支払ったまたは支払う対価

の額を確定する。その額は少なくとも最低投資額に等しいものとする。 

 

引受手数料 

投資家がビークルの投資口に申し込む際に、マネジャーが投資家に課す手数料。 

 

一時停止の権利 

マネジャーに付与される、償還の仕組みに従って支払いを一時停止する権利をいう。 

 

収益を生まない投資の目標比率 

（再）開発、改修、 再賃貸活動後に将来的な収益を生み出すことを目的とする、収益を生まない

投資の目標比率をいう。 

注：収益性を生む投資とは、建設工事が完了し、賃貸目的で保有しており、第三者と対等な関係

で交渉した賃料収入を生み出す資産への投資をいう。 

収益を生まない投資とは、投資時点においては賃料収入を生み出しておらず、賃料収入を生み出

すために（再）開発、改修、または再賃貸活動を行う必要がある資産（建物又は土地）への投資

をいう。 

 

（再）開発エクスポージャーの目標比率 

ビークルの運用期間のいかなる時点であれ、ビークルの全体的な総資産価値（GAV）目標の比率

をいう。開発エクスポージャーには、開発または再開発活動を含むが、改修は除く。 

 

賃料収入による目標利回り 

ビークルが年間ベースで支払うことができる、賃料収入による目標利回りの比率をいう。 
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調整の税効果 

繰延税金の調整において税効果がまだ考慮されていない場合に、特定の調整が純資産価値（NAV）

に及ぼす税効果を表す調整をいう。 

 

税金の支払い 

ビークルレベルで支払われた税の全額をいう。 

 

解除条項 

ファンドの資料で定義された条項をいい、これが行使された場合、マネジャーとビークル間の契

約の解除、またはビークル自体の終了につながる可能性がある。 

 

資本コミットメントの合計（全投資家による） 

資本コミットメントの合計とは、ファンドの規約に説明される所定の通知によって、全投資家か

らマネジャーが引き出すことのできる出資の確約の総額をいう。 

 

実行された資本コミットメントの合計 

設立以降に実行された出資の合計から、設立以降に再請求された返却出資金の合計を差し引いた

ものをいう。これは現在実行されている実際の資本コミットメントから、再投資された資本を除

いた額に関わる。それゆえ、この金額が資本コミットメントの合計を超えることはできない。 

 

実行された資本の合計 

投資家がこれまでに投入した資本（株主融資を含む）をいい、再投資された返却出資金を含む。

それゆえ、その合計額は投資家のコミットメントの合計を超える可能性がある。これは分配され

た返却出資金を反映していない。 

 

資本金現在高の合計 

実行された出資の合計（適切な場合には、株主持分への投資および株主融資への投資を含む）か

ら、返却出資金の合計（再請求可能なものおよび不可能なもの）を差し引いたものをいう。返却

出資金には収益の配分は含まれない。 

 

返却出資金の合計 

ビークルのウォーターフォールに定められた今日までの配分による返却出資金の合計（再請求可

能な資本配分を含む）をいう。 

 

再請求された資本出資金の合計 

投資期間中に返却された出資金のうち、再請求の対象となるもので、その後再投資されたものを

いう。 
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トータルリターン（レバレッジをかけない純額） 

時間加重したレバレッジをかけていない純リターンをいう。 

 

投資家へのリターンの合計（純額） 

実現した投資に関してビークルの総内部収益率（IRR）を計算する際に使用されたキャッシュフ

ローの総合計を分子に用い、これらの同一の実現した投資に関して投資されたエクイティの合計

額を分母に用いる。 

 

1年以内に返却期限を迎える債務の合計 

1年以内に返却期限を迎える債務で、融資の形を取る（ヘッジを目的とする債務は除く）ものの名

目価値をいう。 

 

1～2年の間に返却期限を迎える債務の合計 

1～2年の間に返却期限を迎える債務で、融資の形を取る（ヘッジを目的とする債務は除く）もの

の名目価値をいう。 

 

2～3年の間に返却期限を迎える債務の合計 

2～3年の間に返却期限を迎える債務で、融資の形を取る（ヘッジを目的とする債務は除く）もの

の名目価値をいう。 

 

3～4年の間に返却期限を迎える債務の合計 

3～4年の間に返却期限を迎える債務で、融資の形を取る（ヘッジを目的とする債務は除く）もの

の名目価値をいう。 

 

4～5年の間に返却期限を迎える債務 

4～5年の間に返却期限を迎える債務で、融資の形を取る（ヘッジを目的とする債務は除く）もの

の名目価値をいう。 

 

5年目超に返済期限を迎える債務 

5年目以降に返済期限を迎える債務で、融資の形を取る（ヘッジを目的とする債務は除く）ものの

名目価値をいう。 

 

総経費率（TER） 

ビークルが1年間に負担する年間の運営費用をいい、ビークルの平均的な資産に対する割合で示さ

れる。ビークル間での費用の比較を運用手数料のみによる比較より公正に行う目的で計算される。 

 

空室（賃料の推定価値に基づく） 

空室の推定賃料収入 /（占有スペースの契約上の賃料収入 + 空室の推定賃料収入） 



INREV GUIDELINES 2014 

133 

 

空室（賃貸可能面積に基づく） 

空室レベルの測定をいい、純賃貸可能面積に基づいて計算される。 

 

バリューアッド型ビークル 

INREVのスタイル区分ツールを参照のこと。 

 

ビークルの費用 

手数料・費用測定基準モジュールに従って決定された、ビークルの運営を維持するために大部分

ビークルレベルで発生する費用をいう。 

 

ビークルレベルの借入金比率 

株主融資を除く債務の名目価値 / ビークルの総資産価値（GAV）（合弁事業の比例持分を含む）。 

 

ビークルレベルの費用に対する借入比率 

ビークルレベルの連結された外部レバレッジの合計をいう。ビークルの（これまでの取得）費用

に対する比率で表す。 

 

ボイド率  

空室レベルの測定をいい、床面積または推定賃料価値に基づいて計算する。 

 

ウォーターフォールの計算 

リターンがビークルの1人以上に支払われる場合、ウォーターフォールの計算において、これらの

キャッシュフローの優先順位が定められる。 

 

株主融資を除く債務の加重平均費用 

ビークルの各外部デット商品に対する金利（基準金利および金利マージン）で、それらの商品の

規模によって加重されたものをいう。 

 

株主融資を除く債務の返却期限の加重平均（年） 

ビークルの各外部デット商品の返却期限で、それらの商品の規模で加重されたものをいう。 

 

債務コストの加重平均 

ビークルの各外部デット商品の金利で、それらの商品の規模で加重されたものをいう。 

 

賃貸契約期限の終了の加重平均 

賃借人による最初の契約の解除、または賃貸契約期間の終了のうち、早い時点までの賃料に基づ

く賃貸契約の残存期間の加重平均をいう。 
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12. Q&A 

INREVガイドラインで使用されているQ&Aのリストは下記のとおり。 

 

章 問 

4.5 オルタナティブ投資ファンドの取締役会は、任命されたオルタナティブ投資ファンドマ

ネジャーの活動やコンプライアンスレベルをどの程度監視すべきか？ 

5.5 詳細な四半期報告書または半期報告書を投資家に提供している場合、マネジャーはいか

にして中間報告要件および年次報告要件を適用すべきか？ 

7.5 設立費用と取得費用の資本計上と償却 

設立費用と取得費用が資本計上され、5年間にわたって償却される場合における、INREV 

NAVを決定する際の調整の根拠は何か？不動産ポートフォリオがすでに適正価額で純

資産価値の計算に含まれていることを考えると、これらの調整は事業体の純資産価値を

膨らませるだけではないか？ 

7.5 繰延税金債務に関する調整の計算 

この調整はどのように計算されるべきか？ポートフォリオベースまたはその他の累積

ベースで、IFRS／現地のGAAPに従ってビークルについて計算される、繰延税金債務の

固定比率（50%など）として計算するのは適切か？ 

7.5 譲渡税に関する調整の計算 

この調整はどのように計算するべきか？IFRS／現地のGAAPに従ってビークルの譲渡

税の固定比率（50%など）で調整を計算するのは適切か？ 

7.5 組合／合弁事業への投資 

IFRS／現地のGAAP会計の中で事業体に関して計上される、事業体による組合／合弁事

業への投資を評価する際に、INREVガイドラインをどのように適用すべきか？（持分法

または比例連結を用いて） 

7.5 ポートフォリオ・プレミアム／ポートフォリオ・ディスカウント 

例えば独立鑑定人の評価報告書にポートフォリオは全体として各不動産の個別鑑定価

値にプレミアム／ディスカウントを追加／削除するという記述がある場合に、INREV 

NAVの計算にポートフォリオ・プレミアム／ポートフォリオ・ディスカウントを含める

べきか？ 

7.5 満期保有デリバティブ  

オープンエンド型ビークルについて、満期時にこれらの価値がゼロになるという理

由から、デリバティブのヘッジのために時価評価を行う必要はないということは当て

はまらないか？ 
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13. ツールおよび事例 

 

ツールおよび事例は、ガイドラインを採用する際の助けとして使用されるものである。ツールお

よび事例は、ガイドラインの一部を構成するものではなく、コンプライアンスの枠組みの一部を

構成するものでもない。 

 

ツールは、市場参加者が特定の状況を評価し、INREVガイドラインおよび基準に効果的に準拠す

ることをサポートするものである。 

 

事例は、市場参加者が特定の基準を示す際に模範とすべきものである。 

 

INREVガイドラインで使用されるツールおよび事例のリストは下記のとおり。 

 

章 ツール／事例 

3.1.1 事例 - コンプライアンス・デシジョンツリー 

3.1.2 ツール - INREVコンプライアンスチェックリスト 

3.1.3 事例 - INREVガイドラインの採用レベルの報告書 

4.4.1 ツール - コーポレートガバナンスの自己評価 

5.4.1 ツール - 債務およびデリバティブ開示注釈書 

5.4.3 ツール - 標準データデリバリーシート 

5.4.4 事例 - サステナビリティ報告の推奨 

5.4.5 事例 - キャピタルコールおよびディストリビューション 

7.4.1 事例 - INREV NAVの計算 

8.4.1 事例 - INREV手数料・費用測定基準の計算および表示方法 

13.1.1 事例 - 私募目論見書の構成 

13.1.2 ツール - マネジャー向けデューディリジェンスの質問表 

13.1.3 ツール - ファンド・オブ・ファンズのマネジャーとマルチマネジャー向けデューディ

リジェンスの質問表 

13.1.4 ツール - 標準的な非開示契約 

 

13.1.1. 事例 - 私募目論見書の構成 

 

ファンドの資料を適切なものにするために、INREVは私募目論見書について提案された最小限の

目次を提案する。 
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一般情報および連絡先詳細（以下を含む） 

 

I. 免責事項 

 

エグゼクティブサマリー 

 

市場環境と機会  

 

投資戦略（以下を含む） 

 

I. 一般戦略（および制限の明確な表示） 

II. レバレッジ戦略 

III. 出口戦略および流動性の仕組み 

IV. リスク要因 

 

マネジャーのプロファイル（以下を含む） 

 

I. 組織構造 

II. 戦略／商品 

III. 不動産資産運用事業 

IV. 人員 

V. ビークルにおいて役割を担う内部および外部の各種事業体の説明（管財人、不動産管理者、

事務受託者等） 

 

投資プロセスおよびポートフォリオ管理（以下を含む） 

 

I. 取引のソース 

II. ポートフォリオ管理 

III. 投資家の影響 

IV. 共同投資 

V. 利害衝突 

 

投資パフォーマンス（以下を含む） 

 

I. 実績 

II. 総利回り／純利回り（付随する前提および課税漏れを伴う財務フロー予測／キャッシュフ

ロー予測を含む） 

III. 報告 
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主要条件（以下を含む） 

 

I. ビークルの期間 

II. ビークルの規模 

III. 投資の構造 

IV. レバレッジ 

V. 重要な人員 

VI. 利害の調整 

VII. 手数料／経費 

VIII. コミットメント最低要件、コミットメント期間、クロージングスケジュール 

IX. 目標資本調達額 

X. 分配 

XI. 解除規定（解除条項を含む） 

 

税務 

 

リスク要因および利害衝突 

 

付属書類（例として、以下を含む） 

 

I. 主要な規約資料 

II. 引受契約 

III. シードポートフォリオの詳細 

IV. パフォーマンスフィーの達成事例 

 

13.1.2. ツール - マネジャー向けデューディリジェンスの質問表 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 

 

13.1.3. ツール - ファンド・オブ・ファンズのマネジャーとマルチマネージャー向け

デューディリジェンスの質問表 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 

 

13.1.4. ツール - 標準的な非開示契約 

INREVのウェブサイト（www.INREV.org/guidelines）より入手可能 
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