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１． 基本情報 

（１）コンプライアンスに関する基本方針 

①投資法人としてのコンプライアンスに関する基本的な考え方、留意事項又は運用体制等の特徴 

ケネディクス・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の役員体制は執行役員 1 名及び監督役員 2 名となっています。執行役員はケネディクス・レ

ジデンシャル・パートナーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の代表取締役社長が兼職しています。監督役員は後記のとおり弁護士及び公認会計士の有識

者であり、本資産運用会社とは特別な利害関係のない第三者です。本投資法人は、役員会規則、内部者取引管理規程等の諸規程を整備する一方で、役員会の開催について

は原則として１か月に１回程度の頻度で開催されていることに加えて、適時適切に臨時の役員会を招集することで意思決定を適切に行っています。また、本資産運用会社

は、役員会の要請に基づき、本投資法人役員会において資産運用業務遂行状況に関する報告等を実施しており、役員会の意思決定に当たっての十分な判断材料を提供する

ことで、本投資法人の本資産運用会社に対する牽制が十分に機能する態勢の整備に尽力しています。 

 

②資産運用会社としてのコンプライアンスに関する基本的な考え方、留意事項又は運用体制等の特徴 

本資産運用会社はコンプライアンス規程の基本方針において、以下の点を明記しています。 
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＊ コンプライアンスの不徹底が経営基盤を揺るがしうることを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付ける。 

＊ 投資法人の資産運用会社として、社会的に求められる本資産運用会社の業務の価値の実現に努める責任があることを認識し、本資産運用会社の業務の価値を質的・量

的に高めていくために、コンプライアンスに対し積極的かつ不断に取り組む。 

＊  コンプライアンス活動を展開することにより経済・社会の発展に寄与し、これをもって投資者からの評価を高め、広く社会からの信頼を確立することを目指す。 

 

また、同規程においてコンプライアンスの推進に当たって、取締役会、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会が果たすそれぞれの役割を以下のとお

り規定しています。 

 

（取締役会） 

ⅰ. 取締役会は、コンプライアンスの推進に関する基本的方針その他の基本的事項の決定機関として、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・

プログラム等の規程の制定及び変更を決定する。 

ⅱ. 取締役会は、コンプライアンスの推進状況について、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会に適宜報告を求めることができるものと

する。 
 

（コンプライアンス委員会） 

ⅰ. コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサーを委員長として、コンプライアンス全般に関連する事項の審議及び決議を行うものとする（具

体的な審議・決議事項は、以下に記載の通りとする。）。 

ⅱ. コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会の委員長として、本資産運用会社内のコンプライアンスに関する事項を統括する。その他コン

プライアンスに関する重要な事項は、コンプライアンス委員会で審議・決議し、取締役会へ報告する。 
 

（コンプライアンス・オフィサー） 

ⅰ. コンプライアンス･オフィサーは、本資産運用会社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令やルールを遵守する企業風土を醸成することに努

めるものとする（具体的な業務は、以下に記載の通りとする。）。 

ⅱ. コンプライアンス・オフィサーは、所管部門による運用ガイドライン及び資産管理計画書等の制定・変更、個別資産の取得等の議案の上程に際して、所定

の必要書類が整っていることを確認した上で、法令違反等コンプライアンス上の重大な問題の有無につき事前の審査を行う。 

ⅲ. コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会の委員長として、本資産運用会社内のコンプライアンスに関する事項を統括する。 
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なお、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス・オフィサーの業務等の概要は下表のとおりです。 

コンプライアンス・オフィサー 

分掌業務 

・コンプライアンス・プログラム及びコンプライアンス・マニュアルの立案その他コンプライアンスの統括に関する事項 

・社内諸規程・規則等の制定及び改廃並びにその遵守状況の検証に関する事項 

・業務全般に係る法令諸規則等の遵守状況の検証に関する事項 

・苦情処理の統括に関する事項 

・法人関係重要情報及び内部者取引等の管理に関する事項 

・情報管理の統括に関する事項 

・リスク管理に関する事項 

・法令等遵守リスク及び事務リスクの個別管理に関する事項 

・内部監査に関する事項 

・その他上記に付随又は関連する事項 
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コンプライアンス委員会 

委員 代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー（委員長）、取締役（常勤）及び外部委員（注１） 

審議内容 ・本投資法人の委託を受けて行う資産の運用に係る業務のうち、利害関係者（注２）又は本資産運用会社と本

投資法人との取引（注３）に関する事項 

・運用ガイドラインにおいて規定外である取引に関する事項 

・資産運用業務に係る運用方針(運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画の策定及び変更

等）に関する事項 

・年度運用計画に定める取得金額の範囲を超える取引に関する事項 

・本資産運用会社のコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事項 

・本資産運用会社の内部者取引等管理規程に定める役職員等による投資口取得に関する事項 

・本資産運用会社の社内諸規程・規則等の制定及び改廃に関する事項 

・その他コンプライアンス・オフィサーが随時定める事項に係るコンプライアンスに関する事項 

・その他上記に付随又は関連する事項 

審議方法等 ・ 委員の3分の2以上の出席を要する。ただし、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員は必ず出席する。 

・ 決議は、出席した委員の全会一致による。ただし、本資産運用会社のコンプライアンス及びコンプライアンス体

制に関する事項、本資産運用会社の内部者取引等管理規程に定める役職員等による投資口取得に関する事項並び

に本資産運用会社の社内諸規程・規則等の制定及び改廃に関する事項に関する決議において全会一致にならない

場合でも、コンプライアンス・オフィサーは少数意見及び外部委員の意見を付して、取締役会に議案を提出する

ことができる。 

(注１) 外部委員は本資産運用会社と利害関係のない弁護士です。 

(注２) 「利害関係者」とは本資産運用会社の利害関係者との取引に係る規程によって以下のとおり規定しています。 

（1） 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）及び投資信託及び投資法人に関する法律施

行令（平成 12 年政令 480 号、その後の改正を含みます。）（以下「投信法施行令」といいます。）に定める利害関係人等 
（2） 本資産運用会社の発行済株式の 20％以上を保有する株主及びその役員並びに本資産運用会社の子会社 
（3） 上記（1）又は（2）に該当する者が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社 
（4） 上記（1）又は（2）に該当する者にアセットマネジメント業務を委託している法人 

(注３) 利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との取引のうち、以下のものが対象となります。 

（1） 資産の取得 
（2） 資産の譲渡 
（3） 不動産の賃貸 
（4） 不動産管理業務等の委託 
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（5） 不動産等の売買及び賃貸の媒介業務の委託 
（6） 工事等の発注 
（7） 不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資 

 

（２）投資主の状況 

平成24年7月31日現在 

氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯
投資口口数

（口） 

比率（％） 

(注1) 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 該当事項はありません。 6,787 8.99 

ジェーピーモルガンチェースバンク３８０１８０ 該当事項はありません。 4,235 5.61 

野村信託銀行株式会社（投信口） 該当事項はありません。 3,254 4.31 

ケネディクス株式会社 
資産運用会社であるケネディクス・レジデンシャル・パートナー

ズ株式会社の完全親会社であり、スポンサー会社です。 
2,310 3.06 

飯能信用金庫 該当事項はありません。 1,200 1.59 

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 該当事項はありません。 889 1.17 

バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント

アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー

－エイシー 

該当事項はありません。 885 1.17 

クレディ・スイス・セキュリティーズ（ヨーロッパ）リミテッ

ド ピービー セック イント ノン ティーアール クライ

アント 

該当事項はありません。 627 0.83 

富国生命保険相互会社 該当事項はありません。 526 0.69 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 該当事項はありません。 435 0.57 
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上位10名合計 21,148 28.03（注2） 

   注 1 各比率は小数点3位以下を切捨てています。 

注2 上位10名合計保有投資口口数21,148口を発行済投資口総数75,440口で除した割合を記載しています。 

 

（３）資産運用会社の大株主の状況  

平成24年10月26日現在 

氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯
株数 

（株） 

比率 

（％） 

ケネディクス株式会社 

資産運用会社であるケネディクス・レジデンシャル・パートナー

ズ株式会社の完全親会社であり、スポンサー会社です。 

資産運用会社であるケネディクス・レジデンシャル・パートナー

ズ株式会社と「不動産情報提供等に関する覚書」を締結していま

す。 

4,000 100.0 

1名合計 4,000 100.0 

 

（４）投資方針・投資対象 

ケネディクス・レジデンシャル投資法人の第1 期有価証券報告書「第一部ファンド情報 第１ファンドの状況 ２投資方針（１）投資方針、及び（２）投資対象」を 

ご参照ください。 

 

（５）－２ 海外不動産投資に関する事項 

現時点においては、海外不動産投資を行う予定はありません。 

 

（６）スポンサーに関する事項  

① スポンサーの企業グループの事業の内容（平成24年6月30日現在） 

スポンサーの企業グループは、スポンサー会社であるケネディクス株式会社、子会社60社（非連結含む）及び関連会社37社により構成されています。そのうち連結

子会社4社及び持分法適用関連会社4社につき以下の通り記します。なおその他の子会社及び関連会社は主として投資ビークル（匿名組合営業者）等（注）です。 

ケネディクス・グループの中核事業は、アセットマネジメント事業、不動産投資事業、不動産賃貸事業であり、顧客投資家に対する不動産や不動産担保付債権等への

投資戦略の立案・投資アドバイス、投資案件の運営・管理によるアセットマネジメントなど一連の投資プロセスに対して総合的で包括的な投資サービスの提供を行っ
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ています。 

 

（注） ケネディクス・グループが行う事業で活用する典型的な「投資ビークル」とは日本の会社法上に規定される合同会社です。ケネディクス株式会社又はケネディク

ス・アドバイザーズ株式会社が設立した合同会社が顧客投資家と匿名組合契約を締結し、合同会社を匿名組合営業者、顧客投資家を匿名組合員とする匿名組合を

組成し投資事業を行います。 

 

【ケネディクス株式会社とその連結子会社】                                  （平成24年6月30日現在） 

（連結子会社） 主な事業の内容 

ケネディクス・アセット・マネジメント㈱ 不動産投資信託の資産運用及び不動産私募ファンドのアセットマネジメントの監理業務 

ケネディクス・アドバイザーズ㈱        不動産私募ファンドのアセットマネジメント                    

ケネディクス・オフィス・パートナーズ㈱ 

（なお平成 24 年 6 月 30 日時点の商号はケネディ

クス・リート・マネジメント㈱でした。平成 24年

9月1日付で商号を変更しています。以下同じ。）

不動産投資信託の資産運用会社 

パシフィック債権回収㈱ ケネディクス㈱から債権管理業務及び債権回収業務を受託 

その他56社  

 

【ケネディクス株式会社とその持分法適用関連会社】                              （平成24年6月30日現在） 

（持分法適用関連会社） 主な事業の内容 

三井物産ロジスティクス・パートナーズ㈱ 不動産投資信託の資産運用会社 

㈱アセット・ワン ケネディクス㈱から不動産ブローカレッジ業務等を受託 

㈱クレス 
ケネディクス㈱から不動産ブローカレッジ業務、債権投資マネジメント事業の債権評価のた

めの担保不動産評価等を受託 

KW Multi-Family Management Group, LLC. ケネディクス㈱の米国不動産投資における案件発掘及びアセットマネジメント 

その他33社  
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【グループ会社関係図】                                  （平成24年6月30日現在） 
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② スポンサーの企業グループとの物件供給や情報提供に係る契約等の状況 

ⅰ．ケネディクス株式会社による不動産等の供給面でのサポート 

(ⅰ）ケネディクス株式会社が入手した不動産等売却情報の提供 

ケネディクス株式会社は、不動産情報提供等に関する覚書（以下「サポートライン覚書」といいます。）の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等

の売却情報（以下「不動産等売却情報」といいます。）を自ら入手した場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると合理的に判断した場合

には、本資産運用会社以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供します。ただし、ケネディクス株式会社

が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供が禁止される場合はこの限りではありません。 

 

(ⅱ）ケネディクス株式会社の自己投資不動産等の売却 

ケネディクス株式会社は、自己、自己が全額出資する法人、自己が全額投資するファンド（匿名組合を含みますがこれに限られません。）又は自己が全額出

資する法人が全額投資するファンド（匿名組合を含みますがこれに限られません。）にて所有し、又は取得する予定である不動産等（下記ⅳ.に定める本資産運

用会社からのウェアハウジングの依頼に基づき所有する不動産等を除きます。）の売却を検討する場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致

すると合理的に判断した場合には、本資産運用会社以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供します。た

だし、ケネディクス株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本投資法人に対する売却が禁止される場合はこの限りではありません。 
 

(ⅲ）ケネディクス株式会社の私募ファンドからの不動産等の売却 

ケネディクス株式会社は、自己がアセットマネジメント業務を受託する不動産投資ファンド（下記ⅲ.に定めるウェアハウジングファンドを除きます。）が所有

する不動産等を売却する場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると合理的に判断した場合には、本資産運用会社以外の者に対する提供

に遅れることなく、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供します。ただし、ケネディクス株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令

等により、本資産運用会社に対する情報提供が禁止される場合はこの限りではありません。 

 

ⅱ.ケネディクス・アドバイザーズ株式会社の私募ファンドからの不動産等の売却 

ケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、自己がアセットマネジメント業務を受託する不動産投資ファンド(下記ⅲ. に定めるウェアハウジングファンドを除

きます。）が所有する不動産等を売却する場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると合理的に判断した場合には、本資産運用会社以外の者に

対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供します。ただし、ケネディクス・アドバイザーズ株式会社が締結している諸契

約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供が禁止される場合は、この限りではありません。 

 

ⅲ.ウェアハウジングファンドからの不動産等の売却 

本資産運用会社は、サポートライン覚書の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等につき、将来における本投資法人での取得機会の確保を目的とし

て、ケネディクス株式会社又はケネディクス・アドバイザーズ株式会社に不動産投資ファンドの組成を依頼することができます。ケネディクス株式会社又はケネ
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ディクス・アドバイザーズ株式会社は、本資産運用会社から当該依頼を受けた場合には、これを誠実に検討します。 

ケネディクス株式会社又はケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、本資産運用会社による当該依頼を承諾した場合、自己がアセットマネジメント業務を受託

する不動産投資ファンド（以下「ウェアハウジングファンド」といいます。）を組成し、ウェアハウジングファンドで当該依頼に係る不動産等を取得します。 

ケネディクス株式会社又はケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、ウェアハウジングファンドが所有する不動産等（以下「ウェアハウジングファンド不動産」

といいます。）を売却する場合、以下売却手続に従います。 

（a） ケネディクス株式会社又はケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、ウェアハウジングファンド不動産の本投資法人への売却を本資産運用会社に対して

優先的に申し入れます。 

（b） ケネディクス株式会社又はケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、上記（a）の本資産運用会社への売却申入れ後、本資産運用会社とウェアハウジン

グファンド不動産の売買条件について誠実に協議します。 

（c） ケネディクス株式会社又はケネディクス・アドバイザーズ株式会社は、上記（b）の協議においてウェアハウジングファンド不動産の売買について合意に

至らなかった場合等、一定の事由（以下「第三者売却事由」といいます。）に該当することとなった場合には、ウェアハウジングファンド不動産の売却を

本資産運用会社以外の者に申し入れる旨を本資産運用会社に通知した上で、ウェアハウジングファンド不動産の売却を第三者に申し入れることができます。 

前段の売却手続や第三者売却事由の詳細については、組成されるウェアハウジングファンドごとに個別に定めた上で、サポートライン覚書の各当事者及びウェア

ハウジングファンドの間で別途合意します。 

 

ⅳ.ケネディクス株式会社によるウェアハウジング 

本資産運用会社は、サポートライン覚書の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等につき、将来における本投資法人での取得機会の確保を目的とし

て、その取得及び一時的な所有をケネディクス株式会社に依頼することができます。ケネディクス株式会社は、本資産運用会社から当該依頼を受けた場合には、こ

れを誠実に検討します。 

ケネディクス株式会社は、本資産運用会社による当該依頼を承諾した場合、ケネディクス株式会社又はケネディクス株式会社が全額出資する法人において当該依

頼に係る不動産等を取得します。 

ケネディクス株式会社が本資産運用会社による当該依頼に基づき不動産等を取得した場合、取得日から 1 年間、本資産運用会社以外の者に対し当該不動産等の売

却その他の処分の申入れをしてはならず、また、かかる期間内に本資産運用会社が本投資法人による取得を申し出た場合、これに応じなければなりません。 

   

ⅴ.その他の事項 

サポートライン覚書の有効期間は、サポートライン覚書の締結日から1年間とされています。サポートライン覚書は、いずれかの当事者が有効期間満了日の30日

前までに他の全覚書当事者に対して期限の更新をしない旨の書面による通知を行わない限り、更に1年間、同一の条件にて自動更新され、以後も同様とします。 

また、サポートライン覚書に基づく情報提供等の結果、本投資法人が不動産等を取得する場合における媒介報酬の有無及びその金額については、法令、通常の商

慣習及び役務提供の内容に基づき、個別の案件に応じて別途協議により定めます。 
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上記の通り、私募ファンドを運用するケネディクス株式会社及びケネディクス・アドバイザーズ株式会社との間においては投資対象（アセット・クラス）が重複

する可能性はあるものの、私募ファンドと本投資法人ではそれぞれの顧客投資家の基本的なリスク・リターン・プロファイルが異なることから棲み分けは可能であ

ると考えており、上記サポートライン覚書の優先順位に従って情報提供されることになります。なお、ケネディクス株式会社は、三井物産ロジスティクス・パート

ナーズ株式会社及び日本ロジスティクスファンド投資法人との間で物流不動産取得のサポートに関する協定書を締結していますが、物流不動産は本投資法人の投資

対象には含まれません。また、ケネディクス株式会社は、ケネディクス・アドバイザーズ株式会社、ケネディクス不動産投資法人及びケネディクス・リート・マネ

ジメント株式会社との間で不動産情報提供等に関する覚書を締結していますが、主たる用途が事務所である賃貸用オフィスビルは本投資法人の投資対象には含まれ

ません。 
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２．投資法人及び資産運用会社の運用体制等 

（１）投資法人 

① 投資法人の役員の状況（平成24年10月26日現在） 

役職名 氏 名 主要略歴 選任理由 

執行役員 田中 晃 昭和62年4月 

平成12年9月 

 

平成16年1月 

 

 

平成18年9月 

平成20年4月 

平成21年12月 

平成22年2月 

平成22年3月 

平成23年8月 

 

平成23年11月 

安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社） 

ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社（現 ケネディクス株式

会社） 

ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ 

株式会社（現 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社） 

出向 執行役員ＣＯＯ 

ケネディクス株式会社 執行役員 戦略投資部長 

ケネディクス株式会社 上席執行役員 戦略投資部長 

ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社 取締役 

ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 代表取締役 

ケネディクス株式会社 取締役 

本資産運用会社 

出向 代表取締役（現任） 

本投資法人 執行役員（現任） 

金融業と不動産業に関する幅

広い知識と経験等から経営を

行うことが期待される。 

監督役員 千葉 理 昭和62年4月 

平成15年4月 

平成16年10月 

 

平成18年10月 

平成22年4月 

平成23年11月 

三菱商事株式会社 

最高裁判所司法研修所 

弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 

曙綜合法律事務所入所（現任） 

桐蔭横浜大学法科大学院客員教授 

桐蔭横浜大学法科大学院准教授（現任） 

本投資法人 監督役員（現任） 

法律の専門家としての幅広い

知識と経験等から経営の監督

を行うことが期待される。 

監督役員 小川 聡 平成元年10月 

平成5年3月 

平成10年1月 

平成10年4月 

中央新光監査法人（旧 みすず監査法人） 

公認会計士登録 

小川公認会計士事務所設立（現任） 

税理士登録 

会計及び税務の専門家として

の幅広い知識と経験等から経

営の監督を行うことが期待さ

れる。 
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平成23年11月 本投資法人 監督役員（現任） 

 

② 投資法人執行役員の資産運用会社役職員との兼職理由及び利益相反関係への態勢 

氏 名 資産運用会社の役職名 兼職理由 利益相反関係への態勢 

田中 晃 代表取締役社長 (1) 兼職の必要性 
本投資法人の意思決定の大部分は本資産運用会社への業務委託に基づ

き本資産運用会社の判断において行われるため、本資産運用会社の経営

陣と本投資法人の経営陣との緊密な連携、情報共有が必要です。 
また、本投資法人の執行役員の職務としては、以下のものが挙げら

れ、下記職務を全うするためにも、情報の共有は不可欠です。 

①執行役員は、一定の業務を執行するに際し、役員会の承認を受ける

必要があります（投信法第 109 条第 2 項）。その中には、資産の運用に係

る委託契約の締結、資産運用報酬その他の資産運用にかかる費用の支払

等、本資産運用会社の業務に関連する事項も含まれております。兼職に

よって、役員会への正確かつ十分な説明が可能となり、役員会の適切な

意思決定に資するものと考えております。 
②執行役員は、業務の執行状況を役員会に報告する必要があります

（投信法第 109 条第 3 項）。兼職によって、役員会への詳細かつ的確な報

告が可能になるものと考えております。 
③執行役員は、投資主総会において、投資主に対する説明責任を負っ

ております（投信法第 94 条第 1 項、会社法第 314 条）。上記のとおり、

本資産運用会社は、本投資法人から委託を受け、本資産運用会社として

資産運用を行っておりますので、本資産運用会社の代表取締役が本投資

法人の執行役員を兼職することによって、投資主に対する正確かつ十分

な説明を行うことが可能になるものと考えております。 
④本資産運用会社は、投資法人である本投資法人に対し、委任契約の

受任者として、委任事項に関して報告をする義務を負っておりますが、

兼職によって、かかる義務をも十分に全うすることができます。 
以上のとおり、本資産運用会社と本投資法人との間の契約関係、本投

(1)本資産運用会社においては、利害関係

取引規程及び取締役会規則によって、利

害関係者との取引の承認は取締役会の決

議事項としており、取締役会へ上程する

には、コンプライアンス委員会における

承認が前提となっています。 
コンプライアンス委員会は、外部委員

（利害関係のない第三者である弁護士）

を含めて全会一致でなければ承認されな

い規定になっています。 
また、利害関係者との取引について意思

決定を行った場合には直ちに開示を行っ

ています。 
 
(2)本投資法人においては、投信法に定め

る書面の交付とは別に、役員会において

本資産運用会社より利害関係取引の内容

等について報告を受けています。 
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資法人の執行役員の職務の性質などに鑑み、資産運用会社の代表取締役

が、本投資法人の執行役員を兼職することによって、適切かつ妥当な運

営を迅速に行うことが可能となり、兼職の必要性は高いものと考えてお

ります。 
 

 (2) 兼職の許容性 
本資産運用会社の代表取締役が本投資法人の意思決定を担う執行役員

を兼ねることによる、特段の利益相反は認められません。 
 

なお、田中執行役員は、安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式

会社）において約 12 年の金融機関の業務を経験し、その後ケネディ・

ウィルソン・ジャパン株式会社（現 ケネディクス株式会社）においてそ

れまで培った金融知識を基盤として不動産金融を黎明期から体験してお

り、幅広い知識と経験から経営を行うことが期待されています。 

 

 

③ その他投資法人役員の兼任・兼職による利益相反関係の有無等（前②に記載された内容を除く） 

各役員ともに利益相反に相当する関係及び取引はありません。 
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（２）資産運用会社 

① 資産運用会社の役員の状況（平成24年10月26日現在） 

役職名・常勤非常勤の別 氏 名 主要略歴 兼任・兼職・出向の状況 

代表取締役社長 

（常勤） 
田中 晃 前記「（１）投資法人 ①投資法人の役員の状況」をご参照ください。 

本投資法人執行役員（兼職） 

ケネディクス(株)より出向 

取締役 

投資運用部門長 

（常勤） 

児島 直人 

昭和61年4月 

 

 

平成14年11月 

 

平成16年4月 

平成18年4月 

平成21年3月 

平成23年8月 

日本生命保険相互会社  

国際金融部国際不動産課 英国不動産投資現地法人出向 

国際業務部国際総務グループ 米国不動産投資現地法人出向 

生駒シービー・リチャードエリス株式会社 

国際事業本部投資営業部 

ＡＭＢブラックパイン アクイジション 

ケネディクス株式会社 海外事業部 

ケネディクス株式会社 経営企画部 

本資産運用会社 

出向 取締役投資運用部門長（現任） 

ケネディクス(株)より出向 

取締役 

財務企画部門長 

（常勤） 

中尾 彰宏 

平成9年4月 

平成11年2月 

 

平成19年6月 

平成20年10月 

平成23年8月 

日興証券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興證券株式会社）第一引

受部 

日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現 シティグ

ループ証券株式会社） 投資銀行本部 

ケネディクス株式会社 財務経理部 

ケネディクス株式会社 経営企画部 

本資産運用会社 

出向 取締役財務企画部門長（現任） 

ケネディクス(株)より出向 

監査役（非常勤） 戸田 淳 

昭和62年4月 

 

平成6年6月 

 

平成10年8月 

 

平成13年2月 

 

株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

長原支店 

株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

米州本部米州営業部 

モルガン・スタンレー証券会社（現 モルガン・スタンレーＭ

ＵＦＧ証券株式会社）投資銀行本部 

日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社 

（現 シティグループ証券株式会社） 投資銀行本部 
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平成16年5月 

平成22年9月 

平成23年8月 

平成24年2月 

平成24年6月 

ＵＢＳ証券会社 投資銀行本部 

ケネディクス株式会社 経営企画部 

本資産運用会社 監査役（現任） 

タッチストーン・キャピタル証券株式会社 出向 

タッチストーン・キャピタル・マネージメント株式会社 出向

（現任） 

 

② 資産運用会社の従業員の状況（平成24年10月26日現在） 

出向元 人数 出向元と兼務がある場合にはその状況 

 ケネディクス（株） 20 うち2名がケネディクス・オフィス・パートナーズ㈱と兼務 

ケネディクス・オフィス・パートナーズ（株） 1 1名が両社業務管理部を兼務 

出向者計 21  
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③ 投資法人及び資産運用会社の運用体制 

前記のとおり、本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。 

（ⅰ）業務運営の組織体制 

本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。各種業務は、投資運用部門、財務企画部門及びコンプライアン

ス・オフィサーの各部署に分掌され、投資運用部門及び財務企画部門については、担当の部門長が統括します。 

 また、資産の運用に関する審議を行う機関として運用委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置しています。な

お、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会については前記1－（2）をご参照ください。 

 

（ⅰi）本資産運用会社の各組織の業務分掌体制 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  
 

 
 

業務管理部

財務企画部門

財務部 経理部 資産運用部資産投資部

投資運用部門

コンプライアンス・オフィサー 

コンプライアンス委員会 運用委員会 

代表取締役社長

取締役会 

監査役 

株主総会 
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各組織の業務分掌体制は、以下の通りです。 

 

 部署名 分掌業務 

 
投資運用部門 

a. 資産投資部 

・本投資法人の委託を受けて行う資産の運用に係る業務（以下「資産運用業務」といいます。）に係る資産の取得及び処分に関する事

項 

・投資運用リスク（資産取得・処分）の個別管理に関する事項 

・不動産市場等の調査分析 

・その他上記に付随又は関連する事項 

b. 資産運用部 

・資産運用業務に係る資産の運用に関する事項 

・運用ガイドラインの策定及び変更に関する事項 

・本投資法人の保有不動産等に係る予算及び実績の管理に関する事項 

・投資運用リスク（資産運用）の個別管理に関する事項 

・本投資法人の保有不動産等に係る工事の監理に関する事項 

・不動産管理リスク（工事）の個別管理に関する事項 

・その他上記に付随又は関連する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部署名 分掌業務 
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財務企画部門 

a.   財務部 

・本投資法人の資金調達に関する事項 

・本投資法人の中期運用計画の策定及び変更に関する事項 

・本投資法人の年度運用計画の策定及び変更に関する事項 

・財務リスクの個別管理に関する事項 

・本投資法人のIR活動に関する事項 

・本投資法人のディスクロージャーに関する事項 

・不動産投資信託市場の調査分析に関する事項 

・本投資法人の投資主との対応に関する事項（投資主総会に関する事項を除く。） 

・監督官庁との折衝等に関する事項（本投資法人に係るもの） 

・関係諸団体との対応等に関する事項 

・その他上記に付随又は関連する事項 

b. 経理部 

・本投資法人の予算策定に関する事項 

・本投資法人の決算に関する事項 

・本資産運用会社の予算策定及び決算に関する事項 

・その他上記に付随又は関連する事項 

c. 業務管理部 

・本投資法人の投資主総会、役員会の運営に関する事項 

・株主総会・取締役会及び各種委員会の運営に関する事項 

・コンプライアンス・オフィサーの補助業務に関する事項 

・ 総務、経理、人事に関する事項 

・ 監督官庁との折衝等に関する事項（本資産運用会社に係るもの） 

・システムリスク及び事業継続リスクの個別管理に関する事項 

・その他上記に付随又は関連する事項 

 

 

運用委員会 
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 委員 代表取締役社長（委員長）、投資運用部門長、財務企画部門長、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員（注） 

 審議内容 （ⅰ）資産運用業務に係る運用方針（運用ガイドライン、資産管理計画、中期運用計画、年度運用計画の策定及び変更等） 

に関する事項 

（ⅱ）資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項 

（ⅲ）資産運用業務に係る資産の運用に関する事項 

（ⅳ）本投資法人の予算策定及び決算に関する事項 

（ⅴ）本投資法人の資金調達及びALM（Asset Liability Management）に関する事項 

（ⅵ）本投資法人のディスクロージャーに関する事項 

（ⅶ）資産運用業務に係るリスク管理に関する事項 

（ⅷ）その他上記に付随又は関連する事項 

 審議方法等 ・ 委員の３分の２以上が出席し、代表取締役社長を含む出席委員の３分の２以上の賛成により決議する。なお、コンプライ 

アンス・オフィサーはコンプライアンス上重要な問題があると判断する場合、審議中においても議案を起案部署に差し戻 

すことができる。 

・ 原則として代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員は必ず出席するものとし、例外的に上記（ⅳ） 

から（ⅵ）までに規定する事項及びこれに関連する事項を審議及び決議する場合には代表取締役社長及びコンプライアンス・オ

フィサーは必ず出席する。 

(注) 外部委員は本資産運用会社と利害関係のない不動産鑑定士です。 

 

（３）利益相反取引への取組み等 

① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 

本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は利害関係者との取引に係る規程（以下「利害関係取引規程」といいます。）を大要以下

のとおり定めており、利害関係取引を行う場合の意思決定プロセスを後記（ⅳ）記載の通り厳格に定めています。 
（ⅰ）法令の遵守 

本資産運用会社は、利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはな

りません。利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との間で取引を行う場合は、金融商品取引法、投信法、投信法施行令、投資信託及び投資法人

に関する法律施行規則（平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。）、宅地建物取引業法（昭和 27
年法律第 176 号、その後の改定を含みます。以下「宅地建物取引業法」といいます。）及び利害関係取引規程の定めを遵守するものとします。 
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（ⅱ）利害関係者 

「利害関係者」とは次の者をいいます。 
(イ) 投信法及び投信法施行令に定める利害関係人等 
(ロ) 本資産運用会社の発行済株式の 20％以上を保有する株主及びその役員並びに本資産運用会社の子会社 
(ハ) 上記(イ)又は(ロ)に該当する者が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社 
(ニ) 上記(イ)又は(ロ)に該当する者にアセットマネジメント業務を委託している法人 
 

（ⅲ）利害関係者との取引 

利害関係取引規程には、利害関係者又は本資産運用会社との取引について以下のとおり取引条件が規定されています。取引条件の検証にあたっては、

法令や諸規則に定める基準を遵守した上で、通常の同様の取引と比較して本投資法人に不利益となることのないよう、コンプライアンス委員会におい

て十分な検証を行うこととします。 
(イ)資産の取得 

a. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社から不動産、不動産の賃借権、地上権若しくは地役権又は不動産、不動産の賃借権、地上権若しく

は地役権を信託する信託受益権（以下「不動産等資産」といいます。）を取得する場合、利害関係者でない不動産鑑定士（法人を含むものとし

ます。以下同じです。）が鑑定した鑑定評価額を超えて取得してはなりません。ただし、鑑定評価額は、物件の本体価格であり、税金、取得費

用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。 
b. 本資産運用会社、ケネディクス株式会社、ケネディクス・アドバイザーズ株式会社及び本投資法人の間で締結しているサポートライン覚書に定

めるウェアハウジングの活用により、ケネディクス株式会社又は同社が全額出資する法人から本投資法人が資産を取得する場合は、当該ウェア

ハウジングに係る費用を上記 a.の鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。 
c.本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社から不動産等資産以外の資産を取得する場合、時価を把握することができるものは時価とし、それ

以外は上記 a.に準ずるものとします。 
d.本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社から上記 a.から c.に基づく資産の取得を決定した場合、速やかに開示するものとします。 
e.上記 b.に定めるウェアハウジングについては、ケネディクス株式会社及びケネディクス・アドバイザーズ株式会社以外の者により保有又は運用

される不動産等資産の取得についてのみ行うことができるものとします。 
(ロ)資産の譲渡 

a. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ不動産等資産を譲渡する場合、利害関係者でない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額未満で譲渡

してはなりません。ただし、鑑定評価額は、物件の本体価格であり、税金、売却費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、

固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。 
b. 本投資法人が 利害関係者又は本資産運用会社へ不動産等資産以外の資産を譲渡する場合、時価を把握することができるものは時価とし、それ

以外は上記 a.に準ずるものとします。 
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c. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対する上記 a.及び b.に基づく資産の譲渡を決定した場合は、速やかに開示するものとします。 
(ハ)不動産の賃貸 

a. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ物件を賃貸する場合は、市場価格、周辺相場等を調査し、利害関係者でない第三者の意見書等を

参考の上、適正と判断される条件で賃貸しなければなりません。 
b. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対する上記 a.に基づく賃貸を決定した場合は、速やかに開示するものとします。 

(ニ)不動産管理業務等の委託 
a. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ不動産管理業務等を委託する場合は、実績や管理の効率性等を検討し、役務内容、業務総量、委

託料の市場水準等も勘案した上で、適正と判断される条件に基づき委託します。 
b. 本投資法人が取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係者に

委託することとしますが、委託料の決定については上記 a.に準ずるものとします。 
c. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対する上記 a.及び b.に基づく不動産管理業務等の委託を決定した場合は、速やかに開示するもの

とします。 
 (ホ)不動産等の売買及び賃貸の媒介業務の委託 

a.本投資法人が利害関係者へ特定資産の取得又は売却の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準、

媒介の難易度等を勘案して決定します。 
b. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ賃貸の媒介を委託する場合は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、賃料の水準、媒

介の難易度等を勘案して決定します。 
c. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対する上記 a.及び b.に基づく媒介の委託を決定した場合は、速やかに開示するものとします。 

 (へ)工事の発注 
a. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社へ工事等を発注する場合は、第三者の見積り価格及び内容等を比較検討した上で、適正と判断され

る条件で工事等の発注を行うものとします。 
b. 本投資法人が利害関係者又は本資産運用会社に対して上記 a.に基づく工事等の発注を行う場合は、工事別に期毎開示するものとします。 

 

（ⅳ）利害関係者との取引に関する手続 

利害関係者又は本資産運用会社と本投資法人との間で取引を行う場合は、上記（ⅰ）記載の法令を遵守する他、社内規程の定めに従い、当該取引内

容につき以下の手続を経るものとします。 
(イ) コンプライアンス・オフィサーにより審査され、問題点がないと判断された場合、運用委員会に上程されます。 
(ロ) 運用委員会において審議され、承認の決議がなされた場合、コンプライアンス委員会にて審議され、承認の決議がなされます。 
(ハ) コンプライアンス委員会で承認の決議がされた場合、取締役会に上程され審議後決議されます。なお、コンプライアンス･オフィサーは、コン

プライアンス委員会の審議の内容及び経過について取締役会に報告するものとします。 
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なお、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会については前記 1-(2)をご参照ください。 
 

（ⅴ）本投資法人への報告 

本資産運用会社の指図に基づき、本投資法人が本資産運用会社又は本資産運用会社の取締役若しくは執行役、本資産運用会社が資産の運用を行う他

の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間において特定資産（指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本（ⅴ）

において、以下同じです。）の売買その他の投信法施行令で定める取引を行ったときは、投信法施行規則の定めに従い、当該取引に係る事項を記載した

書面を、本投資法人、本資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）、その他投

信法施行令で定める者に対して交付するものとします。 
 

（ⅵ）投資運用の意思決定機構 

本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係

取引についてのルール、分配の方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。 
また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等（資産管理計画書の他、中期運用計画及び年度運用計画を含みます。）を策定

し、運用ガイドラインに定める投資方針、利害関係取引についてのルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。 
運用ガイドライン及び資産管理計画書等の策定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取得及び売却に係る意思決定フローは、以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

＜意思決定フロー＞ 
 

 

② 運用体制の採用理由 

（ⅰ）利益相反取引に対する投資法人の執行役員が果たす機能についての考え方 

前記「（１）投資法人 ②投資法人執行役員の資産運用会社役職員との兼職理由及び利益相反関係への態勢」に記載のとおりです。 

 

（ⅱ）利益相反取引に対する取締役会が果たす機能についての考え方 

取締役会は、取締役3名及び監査役1名で構成されています（詳細は前記「（２）資産運用会社 ①資産運用会社の役員の状況」に記載のとおり。）。3名の取締

役はいずれもスポンサー企業からの出向者です。また、1名の非常勤監査役はスポンサー企業の従業員です。 

本資産運用会社の利害関係取引規程において、利害関係者との間において本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を禁止しています。 

本資産運用会社の社内規程に定める利害関係者との取引に当たっては、コンプライアンス委員会の承認を経なければ取締役会に上程できない仕組みとなってお

り、コンプライアンス委員会における承認は「前記（３）利益相反取引への取組み等①利益相反取引への対応方針及び運用体制（ⅳ）利害関係者との取引に関す

る手続」に記載のとおり厳格な手続となっており十分に牽制機能が働いています。 

 

（ⅲ）コンプライアンス委員会の社外委員について  

コンプライアンス委員会の外部委員は、スポンサー企業グループとは特別の利害関係のない高橋淳弁護士であり、豊富な知識と経験を踏まえた法律の専門家と

しての意見を頂いています。また、委員会における意思決定に当たっては、原則として出席委員全員一致でなければ承認されない仕組みであることから、利益相
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反取引に関して外部委員の牽制機能は十分に発揮されています。略歴及び兼職は下表のとおりです。 

氏  名 略   歴 

高橋 淳 

（弁護士） 

平成10年4月 弁護士登録 

平成11年10月 大和証券ＳＭＢＣストラクチャード・ファイナンス部にて研修 

平成15年6月 日弁連知的所有権委員会（現 日弁連知財センター）委員に就任 

平成17年9月 経済産業省主催「営業秘密の適正管理のあり方に関する研究会」の委員就任 

平成17年6月 日弁連信託法ＢＵチームに参加 

平成17年4月 特許庁工業所有権審議会臨時委員に就任 

平成20年6月 日弁連知財センター委員に就任（現任） 

平成23年8月 本資産運用会社 

コンプライアンス委員会 外部委員就任（現任） 

 

（ⅳ）コンプライアンス・オフィサーについて 

コンプライアンス・オフィサーは、利益相反取引及び法令遵守に対しては、組織規程及びコンプライアンス規程において前記「1.基本情報（２）コンプライア

ンスに関する基本方針 ②資産運用会社としてのコンプライアンスに関する基本的な考え方、留意事項又は運用体制等の特徴」記載のとおりの職務遂行を求めら

れており、コンプライアンス・マニュアルにおいて法令遵守責任者として「法令等遵守推進の統括責任者」「法令等遵守に関する指導・研修の企画・推進責任者」

「コンプライアンス・プログラムの立案及び推進」「コンプライアンス委員会の委員長としての同委員会の適切な開催・運営」「関連する法令の調査・研究」とい

う機能を果たしています。 

略歴は下表のとおりであり、平成23年8月8日付でコンプライアンス・オフィサーに就任しています。なお、兼任・兼職及び社内での兼務はありません。 

 

氏  名 略   歴 

山村 慎吾 

平成13年4月1日 日本電子計算株式会社 金融証券事業部 

平成16年4月1日 桐蔭横浜大学法科大学院 入学 （法務博士） 

平成19年7月1日 ケネディクス株式会社 運用管理部 コンプライアンス担当 

平成19年9月1日 ケネディクス株式会社 コンプライアンス部 

平成23年8月8日 本資産運用会社 

出向 コンプライアンス・オフィサー（現任） 
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３．スポンサー関係者等との取引等 

（１）利害関係人等との取引等  

① 取引状況  

 下記③に記載したものを除き、該当事項はありません。 

② 支払手数料等の金額 

    下記③に記載したものを除き、該当事項はありません。 

③ 賃貸借取引 

利害関係者 契約内容 対象物件名 月額賃料 

有限会社ケイアンドユーインベストメント（受益者） 借地契約 ニチイホームたまプラーザ（底地） 
約6百万円 

 

ケネディクス・デベロップメント株式会社（受益者） 借地契約 コスモハイム元住吉（底地） 約7百万円 

 

（２）物件取得等の状況  

※ ① 会社名・氏名、② 特別な利害関係にある者との関係、③ 取得経緯・理由等 

物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

※  

①、②、③ 

取得価格 

取得時期 

①、②、③ 

取得価格 

取得時期 

①、②、③ 

取得価格 

取得時期 

①、②、③ 

取得価格 

取得時期 

T-01 KDX 代官山レジデンス

（東京都渋谷区猿楽

町7番1号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（4,800百

万円）以下の金額であり、

①特定目的会社ソニック・イン

ベストメンツ7  

②特定目的会社ソニック・イン

ベストメンツ7は、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

妥当であると判断します。 ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

4,700百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

- - 

平成24年5月 平成22年9月3日 - - 

T-02 KDX 代々木レジデンス

（東京都渋谷区千

駄ヶ谷五丁目 16 番 2

号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,400百

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

①合同会社Optimist 

②合同会社Optimistは、本資

産運用会社の親法人等である

ケネディクス・アドバイザー

ズ株式会社がアセットマネジ

メント業務を受託する不動産

私募ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 

1,320百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者の同意が

得られないため） 

- - 

平成24年5月 平成23年8月16日 - - 

T-03 KDX 大伝馬レジデンス

（東京都中央区日本

橋大伝馬町 3 番 10

号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,850百

①合同会社Optimist 

②合同会社Optimistは、本資

産運用会社の親法人等である

ケネディクス・アドバイザー

ズ株式会社がアセットマネジ

メント業務を受託する不動産

私募ファンドです。 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

③投資運用目的で取得 

1,775百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者の同意が

得られないため） 

- - 

平成24年5月 平成23年8月16日 - - 

T-04 KDX 岩本町レジデンス

（東京都千代田区岩

本町二丁目 16 番 12

号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（861百万

円）以下の金額であり、妥

当であると判断します。 

①合同会社Optimist 

②合同会社Optimistは、本資

産運用会社の親法人等である

ケネディクス・アドバイザー

ズ株式会社がアセットマネジ

メント業務を受託する不動産

私募ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 

822百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者の同意が

得られないため） 

- - 

平成24年5月 平成23年8月16日 - - 

T-05 KDX 文京千石レジデン

ス（東京都文京区本

駒込六丁目 3 番 2

号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,570百

万円）以下の金額であり、

①合同会社Optimist 

②合同会社Optimistは、本資

産運用会社の親法人等である

ケネディクス・アドバイザー

ズ株式会社がアセットマネジ

メント業務を受託する不動産

私募ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

妥当であると判断します。

1,488百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者の同意が

得られないため） 

- - 

平成24年5月 平成23年8月16日 - - 

T-06 KDX 吾妻橋レジデンス

（東京都墨田区吾妻

橋一丁目9番8号） ③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（710百万

円）以下の金額であり、妥

当であると判断します。 

①合同会社Humanアセット第4

号 

②合同会社Humanアセット第4

号は、本資産運用会社の親法

人等であるケネディクス株式

会社が過半の匿名組合出資を

し、かつ、本資産運用会社の

親法人等であるケネディク

ス・アドバイザーズ株式会社

がアセットマネジメント業務

を受託する不動産私募ファン

ドです。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 

650百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

- - 

平成24年5月 平成19年10月30日 - - 

T-07 KDX 志村坂上レジデン

ス 

（東京都板橋区東坂

下一丁目16番5号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

①合同会社Optimist 

②合同会社Optimistは、本資

産運用会社の親法人等である

ケネディクス・アドバイザー

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（2,950百

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

ズ株式会社がアセットマネジ

メント業務を受託する不動産

私募ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

2,830百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者の同意が

得られないため） 

- - 

平成24年5月 平成23年8月16日 - - 

T-08 ニチイホームたまプ

ラーザ（底地） 

（神奈川県川崎市宮

前区犬蔵二丁目 23 番

6号） 
③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（960百万

円）と同一の金額であり、

妥当であると判断します。

①有限会社ケイアンドユーイン

ベストメント 

②有限会社ケイアンドユーイン

ベストメントは、本資産運用

会社の親法人等であるケネ

ディクス株式会社が基金拠出

した一般社団法人が100％出

資しており、また、ケネディ

クス株式会社が過半の匿名組

合出資をし、かつ、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 

960百万円 
非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

- - 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

平成24年4月 平成17年5月27日 - - 

T-09 コスモハイム元住吉

（底地） 

（神奈川県川崎市中

原区木月祇園町 5 番 1

号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,750百

万円）と同一の金額であ

り、妥当であると判断しま

す。 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 

1,750百万円 - - - 

平成24年4月 - - - 

T-10 KDX 武蔵中原レジデン

ス 

（神奈川県川崎市中

原区下小田中四丁目

18番22号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（637百万

円）と同一の金額であり、

妥当であると判断します。

①有限会社ケイダブリュー・

フィフス 

②有限会社ケイダブリュー・

フィフスは、本資産運用会社

の親法人等であるケネディク

ス株式会社が基金拠出した一

般社団法人が100％出資して

おり、また、本資産運用会社

の親法人等であるケネディク

ス・アドバイザーズ株式会社

がアセットマネジメント業務

を受託する不動産私募ファン

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

ドです。 

③投資運用目的で取得 

637百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

- - 

平成24年5月 平成17年8月1日 - - 

T-11 KDX 千葉中央レジデン

ス 

（千葉県千葉市中央

区新田町2番地17） 
③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、大和不

動産鑑定株式会社による鑑

定評価額（1,480百万円）

と同一の金額であり、妥当

であると判断します。 

①合同会社KRF39 

②合同会社 KRF39 は、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス株式会社が基金拠出

した一般社団法人が 100％出

資しており、また、ケネディ

クス株式会社が過半の匿名組

合出資をし、かつ、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

①合同会社Humanアセット第2

号 

②合同会社Humanアセット第2

号は、資産運用会社の関係会

社であるケネディクス・アド

バイザーズ株式会社がアセッ

ト・マネジメント業務を受託

していた不動産私募ファンド

です。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 

1,480百万円 1,385百万円（税抜） 

非開示 

（前々所有者・信託受益者が1年

を超えて物件を所有したため記

載を省略します。） 

- 

平成24年5月 平成23年9月28日 平成19年4月26日 - 

T-12 KDX 川口幸町レジデン ③本投資法人の投資基準に合 ①ストーン・インベストメンツ 特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

ス 

（埼玉県川口市幸町

二丁目14番24号） 

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,180百

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

特定目的会社 

②ストーン・インベストメンツ

特定目的会社は、本資産運用

会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

1,150百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

- - 

平成24年5月 平成18年8月21日 - - 

R-01 KDX 豊平三条レジデン

ス 

（北海道札幌市豊平

区豊平三条二丁目 3

番1号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（605百万

円）以下の金額であり、妥

当であると判断します。 

①有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・セブン 

②有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・セブンは、本資産

運用会社の親法人等であるケ

ネディクス株式会社が100＆

出資しており、また、ケネ

ディクス株式会社が過半の匿

名組合出資をし、かつ、本資

産運用会社の親法人等である

ケネディクス・アドバイザー

ズ株式会社がアセットマネジ

メント業務を受託する開発用

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

不動産私募ファンドです。 

③当初は建物建設目的で土地取

得し、現在は完成建物と共に

運用 

582百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

- - 

平成24年5月 平成19年3月9日 - - 

R-02 KDX 定禅寺通レジデン

ス 

（宮城県仙台市青葉

区春日町3番25号） 
③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、大和不

動産鑑定株式会社による鑑

定評価額（1,050百万円）

以下の金額であり、妥当で

あると判断します。 

①合同会社KRF21 

②合同会社KRF21は、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス株式会社が基金拠出

した一般社団法人が100＆出

資しており、また、ケネディ

クス株式会社が過半の匿名組

合出資をし、かつ、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 

1,015百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

- - 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

平成24年5月 平成20年2月20日 - - 

R-03 KDX泉レジデンス 

（愛知県名古屋市東

区泉二丁目 24 番 28

号） 
③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,140百

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

①合同会社KRF39 

②合同会社 KRF39 は、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス株式会社が基金拠出

した一般社団法人が 100％出

資しており、また、ケネディ

クス株式会社が過半の匿名組

合出資をし、かつ、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

①有限会社ケイダブリュー・オ

フィス 

②有限会社ケイダブリュー・オ

フィスは、資産運用会社の関

係会社であるケネディクス・

アドバイザーズ株式会社がア

セット・マネジメント業務を

受託していた不動産私募ファ

ンドです。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 

1,120百万円 1,232百万円（税抜） 

非開示 

（前々所有者・信託受益者が1年

を超えて物件を所有したため記

載を省略します。） 

- 

平成24年5月 平成23年9月28日 平成21年7月17日 - 

R-04 KDX 千早レジデンス

（愛知県名古屋市中

区新栄一丁目 49 番 6

号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,120百

①有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・セブン 

②有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・セブンは、本資産

運用会社の親法人等であるケ

ネディクス株式会社が100＆

出資しており、また、ケネ

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

ディクス株式会社が過半の匿

名組合出資をし、かつ、本資

産運用会社の親法人等である

ケネディクス・アドバイザー

ズ株式会社がアセットマネジ

メント業務を受託する開発用

不動産私募ファンドです。 

③当初は建物建設目的で土地取

得し、現在は完成建物と共に

運用 

1,080百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

- - 

平成24年5月 平成18年12月20日 - - 

R-05 KDX 堺筋本町レジデン

ス 

（大阪府大阪市中央

区瓦町一丁目７番 15

号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（2,990百

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

①有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・ツー 

②有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・ツーは、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス株式会社が基金拠出

した一般社団法人が100％出

資しており、また、ケネディ

クス株式会社が過半の匿名組

合出資をし、かつ、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

①合同会社KRF19 

②合同会社KRF19は、資産運用

会社の親会社であるケネディ

クス株式会社がアセット・マ

ネジメント業務を受託してい

た不動産私募ファンドです。

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

2,910百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

非開示 

（前々所有者・信託受益者が1年

を超えて物件を所有したため記

載を省略します。） 

- 

平成24年5月 平成21年12月25日 平成19年11月30日 - 

R-06 KDX新町レジデンス 

（大阪府大阪市西区

新町四丁目 9 番 23

号） 
③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,090百

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

①有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・ツー 

②有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・ツーは、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス株式会社が基金拠出

した一般社団法人が100％出

資しており、また、ケネディ

クス株式会社が過半の匿名組

合出資をし、かつ、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

①合同会社KRF19 

②合同会社KRF19は、資産運用

会社の親会社であるケネディ

クス株式会社がアセット・マ

ネジメント業務を受託してい

た不動産私募ファンドです。

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 

1,015百万円 
非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

非開示 

（前々所有者・信託受益者が1年

- 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

を超えて物件を所有したため記

載を省略します。） 

平成24年5月 平成21年12月25日 平成19年11月30日 - 

R-07 KDX 宝塚レジデンス

（兵庫県宝塚市栄町

三丁目2番43号） 
③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,630百

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

①有限会社KRF7 

②有限会社KRF7は、本資産運

用会社の親法人等である有限

会社ケイダブリュー・インベ

ストメント・ツーが100％出

資しており、また、ケネディ

クス株式会社が過半の匿名組

合出資をし、かつ、本資産運

用会社の親会社であるケネ

ディクス株式会社がアセッ

ト・マネジメント業務を受託

する不動産私募ファンドで

す。 

③投資運用目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 特別な利害関係にある者以外 

1,510百万円 

非開示 

（前所有者・信託受益者が1年を

超えて物件を所有しているため

記載を省略します。） 

- - 

平成24年5月 平成18年7月7日  - - 

R-08 KDX 清水レジデンス

（福岡県福岡市南区

清水一丁目 21 番 27

号） 

③本投資法人の投資基準に合

致し、中長期にわたり収益

性を確保できる競争力のあ

る物件との判断から取得し

ます。取得価格は、一般財

①合同会社KRF39 

②合同会社 KRF39 は、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス株式会社が基金拠出

した一般社団法人が 100％出

①有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・エイト 

②有限会社ケイダブリュー・プ

ロパティ・エイトは、資産運

用会社の関係会社であるケネ

特別な利害関係にある者以外 
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物件 

番号 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

団法人日本不動産研究所に

よる鑑定評価額（1,690百

万円）以下の金額であり、

妥当であると判断します。

資しており、また、ケネディ

クス株式会社が過半の匿名組

合出資をし、かつ、本資産運

用会社の親法人等であるケネ

ディクス・アドバイザーズ株

式会社がアセットマネジメン

ト業務を受託する不動産私募

ファンドです。 

③投資運用目的で取得 

ディクス株式会社がアセッ

ト・マネジメント業務を受託

していた不動産私募ファンド

です。 

③投資運用目的で取得 

1,680百万円 1,542百万円（税抜） 

非開示 

（前々所有者・信託受益者が1年

を超えて物件を所有したため記

載を省略します。） 

- 

平成24年5月 平成23年9月28日 平成20年6月10日 - 

 

４．その他 

（１）不動産鑑定機関の選定方針及び概要 

① 不動産鑑定機関の選定方針 

    本資産運用会社では、不動産鑑定機関の選定にあたり、本投資法人と特別な利害関係がない先で、鑑定機関としての多くの実績があること・社会的な信頼性が高いこと

等を勘案し以下の 2 社を選定しています。個別物件ごとの鑑定機関の選定にあたっては、依頼時点における業務集中度、業務の信頼性等も含め総合的に勘案しています。 

・一般財団法人日本不動産研究所 

・大和不動産鑑定株式会社 

 

② 不動産鑑定機関の概要                                                   平成24年7月31日現在 

物件名称 
不動産鑑定機関の概要 

名 称 住 所 不動産鑑定士の人数 選定理由 

KDX代官山レジデンス 一般財団法人日本不動産 〒105-8485 300名 大手の鑑定機関として実績が多く、国
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KDX代々木レジデンス 

KDX大伝馬レジデンス 

KDX岩本町レジデンス 

KDX文京千石レジデンス 

KDX吾妻橋レジデンス 

KDX志村坂上レジデンス 

ニチイホームたまプラーザ

（底地） 

コスモハイム元住吉（底地） 

KDX武蔵中原レジデンス 

KDX川口幸町レジデンスレ

KDX豊平三条レジデンス 

KDX泉レジデンス 

KDX千早レジデンス 

KDX堺筋本町レジデンス 

KDX新町レジデンス 

KDX宝塚レジデンス 

KDX清水レジデンス 

 

研究所 東京都港区虎ノ門1-3-2 内主要都市の不動産マーケット動向を

把握しており、社会的な信頼性も高い

ことが選定の理由です。 

また大多数の投資法人での実績や不動

産鑑定士の人数が示すように絶対的な

マンパワーを有しているため、他鑑定

機関よりも優先的に選定しています。 

KDX千葉中央レジデンス 

KDX定禅寺通レジデンス 
大和不動産鑑定株式会社 

〒100-0003 

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 

 

96名

大手の鑑定機関として実績が多く、国

内主要都市の不動産マーケット動向を

把握しており、社会的な信頼性も高い

ことが選定の理由です。 

投資法人での実績も十分であり、一般

財団法人日本不動産研究所に次ぐ鑑定

機関として、今後のコンフリクト等も

勘案しながら、選定しています。 

個別物件ごとの鑑定機関の選定にあ

たっては、依頼時点における業務集中
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度、業務の信頼性等も含め総合的に勘

案しています。 

 

（２）エンジニアリング・レポート作成機関の選定方針及び概要 

① エンジニアリング・レポート作成機関の選定方針 

本資産運用会社では、エンジニアリング・レポート作成機関の選定にあたり、本投資法人と特別な利害関係がない先で、業務実績・業歴・社会的信用性・依頼時点にお

ける業務集中度・業務の信頼性等を総合的に勘案し、以下の3社を選定しています。 

・株式会社ハイ国際コンサルタント 

・東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 

・ＮＫＳＪリスクマネジメント株式会社 

 

② エンジニアリング・レポート作成機関の概要 

物件名称 
エンジニアリング・レポート作成機関の概要 

名 称 住 所 事業内容 選定理由 

KDX代官山レジデンス

KDX代々木レジデンス

KDX大伝馬レジデンス

KDX岩本町レジデンス 

KDX文京千石レジデンス 

KDX志村坂上レジデンス

KDX武蔵中原レジデンス 

KDX川口幸町レジデンス

KDX豊平三条レジデンス 

KDX定禅寺通レジデンス 

KDX泉レジデンス 

KDX千早レジデンス 

KDX清水レジデンス 

 

株式会社ハイ国際 

コンサルタント 

〒108-0074 

東京都港区高輪 

2-19-17 

国内外の土木・建築工事、建築設備

工事に関する企画、設計、施工、監

理及びコンサルタント業務。 

国内外の建設市場の調査及びコンサ

ルタント業務など。 

日本の不動産証券化業界において、黎

明期から物件デューデリジェンス業務

を専業で手がけてきた実績と経験、報

告書の信頼性に加えて、他の上場不動

産投資法人での実績を考慮して選定し

ています。また、外国語でのレポート

対応も可能であることも勘案していま

す。 

KDX吾妻橋レジデンス 東京海上日動リスクコン 〒100-0005 不動産のデューデリジェンス調査 大手保険会社子会社によるリスク評価
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KDX千葉中央レジデンス 

KDX 堺筋本町レジデンス

KDX新町レジデンス 

KDX宝塚レジデンス 

サルティング株式会社 東京都千代田区丸の内1-2-1 （土壌汚染調査、地震予想最大被害

額算定、建物の遵法性調査や長期修

繕計画調査等）を実施し、合わせて

各種アドバイスを実施。 

その他、企業が抱える様々なリスク

に対応した高度なリスクコンサル

ティングを通じて、企業経営をサ

ポートをしている。 

機関として、REIT 業界での実績と社会

的な信用性が高いことが選定の理由で

す。 

全物件のPML 

 

ニチイホームたまプラー

ザ（底地） 

コスモハイム元住吉（底

地） 
ＮＫＳＪリスクマネジメ

ント株式会社 

〒160-0023 

東京都新宿区西新宿1-24-1 

・安全・防災及び環境保全に関する

研究・調査・診断・情報提供及びコ

ンサルティング業務 

・リスクマネジメントに関する研

究・調査・診断・情報提供及び 

コンサルティング業務 

・経営に関する相談に応ずる業務 

・金融その他経済に関する調査又は

研究を行う業務 

・前各号に関する各種出版物の刊行

及びセミナー開催等の業務 

・以上各号に関連又は付帯する一切

の業務 

大手保険会社子会社によるリスク評価

機関として、REIT 業界での実績と社会

的な信用性が高いことが選定の理由で

す。なお、PML は他の上場不動産投資法

人その他 REIT での実績を勘案して、

ポートフォリオ PML 値を査定できるよ

うに1社へ依頼しています。 

 

（３）その他利益相反の可能性のある取引 

該当事項はありません。 

 

（４）ＩＲに関する活動状況 

以下の基本方針に基づき、開示及びＩＲ活動を行います。 

① ＩＲの基本方針 

・積極的なＩＲ活動により、幅広い投資家に対して情報提供を行う。／常に投資家の視点に立ち、迅速、正確かつ公平に情報を開示するものとする。 
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・可能な限り迅速かつ正確な情報開示に努める。／投資家に開示すべき情報の集約体制を整え、これを維持するものとする。 

② 適時開示 

・東京証券取引所のＴＤｎｅｔへの登録及びプレスリリースによる適時開示を行う。 

・「決定事実に関する情報」及び「発生事実に関する情報」を適切に開示する。 

③ ＩＲ活動 

（ⅰ) 投資法人のホームページによる情報提供 

・ＴＤｎｅｔへの登録及びプレスリリースにて配布した情報につき、迅速に本投資法人ホームページ上での開示を行う。 

・アナリスト説明会等の資料についても、原則として本投資法人ホームページ上にて開示する。 

（ⅱ）各種説明会（決算説明会等）－3月、9月 

事例：アナリスト向け説明会、機関投資家向け説明会 

（ⅲ）投資家向け決算説明ＩＲ等 

事例：国内機関投資家及び海外機関投資家を対象に決算ＩＲを実施する。 

（ⅳ) 各種メディアへの対応（雑誌、新聞等） 

④ ＩＲ手段の概要 

投資主構成等（外国人保有比率、機関投資家保有比率、個人投資主数、売買高等）を踏まえ、ＩＲターゲット（国内機関投資家、個人投資家、海外投資家等）にあ

わせたＩＲ手段を設定する。 

⑤ 体制 

情報開示に係る業務は、財務企画部門が担当し、財務企画部門長を責任者とする。 

 

（５）反社会的勢力排除に向けた体制整備 

本資産運用会社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンス・マニュアルの行動規範において「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、

金品の供与はもとより寄付金・賛助金の提供及び情報誌の購読他あらゆる要請に対し、公私を問わず断固として拒絶する」旨を定めています。また、社内に不当要求

防止責任者を設置すると共に、全役職員に対し社内研修等を通じ反社会的勢力への対応方法の周知徹底を図っています。 

 

以 上 


