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REIT の格付方法 
 

2022 年 7 月 1 日 
 

本格付方法は日本の REIT を主な適用対象としているが、外部運用型など類似の仕組みを採用する海

外の REIT にも準用する可能性がある。 

 

I．REIT の基本的な特性 

REIT とは「投資信託及び投資法人に関する法律（投信法）」により設立された、主として不動産を

投資・運用対象とする投資法人をいう。REIT はいわゆる｢外部運用型｣であり、自身が従業員を雇用し

て実質的な業務を行うことはできず、実際の運用業務は資産運用会社に外部委託するよう法定されてい

る。REIT は役員会および投資主総会という機関において、もっぱら資産運用業務を監視する機能を担

っている。 

不動産会社などと比較した、REIT の特性として以下の点を指摘することができる。 

 

（1）不動産賃貸事業に事実上特化 

不動産賃貸事業はすでに稼働している不動産で、相応の競争力があれば長期的に安定したキャッシュ

フローを得ることができる比較的低リスクの事業である。多くの不動産会社は、賃貸事業のほか、市況

による影響をより受けやすい開発事業や仲介事業あるいは不動産以外の事業を営んでいるが、REIT は

事実上賃貸事業に特化しているため、事業リスクが低減されている。 

 

（2）高い透明性 

投信法、金融商品取引法、東証上場規程、投資信託協会ルールといった各種規制による情報開示が求

められるほか、多くの場合、規制で要求されている以上のレベルでポートフォリオ（新規投資物件の取

得先、取得価格、鑑定評価額、物件の毎期の収支など）および財務状況（借入先、期間、利率など）に

関する情報が詳細に開示されており、一般の事業会社と比べて透明性は高い。 

 

（3）厚い自己資本、比較的厳格な財務規律 

多くの場合、通常時における負債比率（LTV）の目標値を公表しており、実際もおおむね 55％以下の

範囲に抑制されている。この水準は自己資本比率で考えると 40％以上に相当する比較的保守的な水準で

ある。目標水準の順守は強制力を持つものではないものの、経営陣がマーケットに向けて発した一種の

公約であり、相応の拘束力はあると考えられる。仮に目標水準を逸脱しても、ローンのコベナンツによ

り LTV の上限が設定されており、それによる歯止めがかかる。 

 

基本的に、上記（1）（2）は事業リスクの低減、（3）は財務リスクの低減をもたらすと考えられ、

REIT の格付にポジティブに作用している。一方で内部留保が制約され、債務の返済は一義的にはリフ

ァイナンスに依存せざるを得ず、金融環境の動向に影響を受けやすい点はネガティブである。（ネガテ

ィブの度合いは REIT の財務状況によって大きく異なる。） 
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＜スポンサーについての考慮＞ 

REIT は外部運用型であるため、格付に当たってはその投資ポートフォリオの状況および財務の状況

とともに、実際の運用業務を担う資産運用会社のマネジメント能力を評価する。資産運用会社のマネジ

メント能力を評価するうえでは、その親会社ないし株主であるスポンサー企業の事業基盤・実績やサポ

ート態勢も格付の評価対象となる。 

加えて、金融機関が REIT への融資判断においてスポンサーの信用力を重視する傾向が依然として強

い現状を踏まえ、その信用力も格付上考慮する。2008 年後半の金融危機では、スポンサーの信用力が

弱い REIT でリファイナンスリスクが顕在化した一方、強いスポンサーの信用力を背景に堅実な資金調

達を行っていた REIT ではリファイナンスに大きな問題は生じなかった。 

 

Ⅱ．事業リスクの評価 

REIT は不動産賃貸事業を営む法人であるため、保有不動産の資産価値またはキャッシュフローが低

下するリスクにさらされる。資産運用会社が適切なマネジメント（新規投資、物件運営）をしないこと

により、ポートフォリオの質が劣化してしまうリスクもある。前者のリスクに関しては（1）保有物件

の質・安定性、（2）ポートフォリオの分散の項目を、後者のリスクに関しては（3）外部成長、（4）

内部成長の項目を分析し、評価する。加えて、（5）スポンサーとの利益相反について十分な対策が講

じられているか確認する。 

 

（1） 保有物件の質・安定性 

保有物件が REIT の価値、キャッシュフローの源泉である以上、事業リスクを判断するうえで非常に

重要な項目である。主に下記に列挙する要素を検討し、個々の物件の競争力やキャッシュフローの安定

性を判断する。これらの要素は一般に投資家やレンダーが不動産を評価する際に検討されるものとほぼ

同じと思われる。 

① 地域：保有物件が所在するエリアの需要の強さやそのエリア内での立地の優位性などについて検

討する。保有物件の多くが需要の強いエリアに所在し、そのエリアにおいて相対的に優れた立地

条件を備えていれば、中長期的に安定したキャッシュフローを生み出し、資産価値を維持できる

と判断できよう。 

② 用途：投資対象とする用途のテナントの代替性、取引市場の流動性、運営リスクなどに着目する。

一般にオフィスやレジデンスのように賃貸市場・取引市場の規模が大きい資産であれば、後継テ

ナントの誘致や売却が比較的容易である。一方、ホテルや郊外型の商業施設などはテナント候補

の数が限られ、流動性も相対的に劣る。もっとも、これらの用途でも店舗としての競争力が高く、

有力なオペレーターにより運営されていて、かつ賃料が店舗から生じる利益で十分負担可能な範

囲で設定されていれば、投資リスクは軽減されていると判断できる。 

③ 物件規模：一般的には大規模な物件ほど希少性があり、競争力を有することが多いと考えられる。

もちろん、駅前立地で店舗系テナントの需要が強い小規模オフィスや地元に密着したネイバーフ

ッド型商業施設など、中小規模でも競争力が強い場合もあり、個別に判断することが必要となる。 
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④ 築年数（設備水準）：築浅物件がテナントを誘致するうえで優位であり、設備水準も比較的高い

と考えられることから、築年数の分布状況やポートフォリオの平均築年数の若さなどを検討する。

ただし、適切にリノベーションされていれば、築年数にかかわらず競争力を維持しうることに留

意する。 

⑤ 権利関係：区分所有、共有、借地など完全所有権でない物件は一般に取引の流動性を低下させ、

また管理の自由度を制約する。従って、完全所有権でない物件の比率は低いほうが望ましく、主

要物件に区分所有・共有物件が存在する場合には所有比率、権利関係の定め、他の所有者の信用

力などからリスクの程度を吟味する。 

⑥ 耐震性：個別物件の PML（地震予想 大損失）値や地域分散を考慮したポートフォリオ PML 値

などから、地震リスクを判断する。 

⑦ 稼働率：物件の現在の稼働状況、過去の稼働状況の推移を検証する。ただし、テナントの数が少

なければ、高稼働率を維持するのが容易になるため、テナントの分散状況と合わせた判断が必要

となる。  

 

（2）ポートフォリオの分散 

一般論として分散が効いているポートフォリオほど、全体の資産価値やキャッシュフローの低下幅を

小さくすることができる。分散は下記のとおり幾つかの種類があるが、特に①物件の分散、②テナント

の分散を格付上重視する。資産規模の大きさも、ポートフォリオの分散という観点に加えて、運営効率

の改善、レバレッジ変動幅の縮減、投資口流動性の向上など多くのメリットをもたらすと考えられるた

め、評価のポイントとなる。 

① 物件の分散：主に上位物件への集中度を見る。集中が見られる場合にはその物件の競争力につい

て詳細に検討する。ただし、言うまでも無く競争力が低い物件ばかりで分散しても意味はないた

め、保有物件の質・安定性がまずは重要である。 

② テナントの分散：テナントが集中している場合には、上位テナントの信用力と退去可能性の低さ

（賃貸借契約の内容やテナントにとっての当該物件の重要性）を検討する。しかし、もっぱら現

テナントの信用力に依拠した投資は危険であると考えられることから、代替テナントの入居可能

性、その場合に想定される収益水準、テナント交替にともなう追加投資の必要性――などについ

ても検討する。 

③ 地域分散：特定の地域に集中していると、その地域のマーケット動向による影響を受けやすいた

め、キャッシュフローの変動リスクは高まる。しかし、日本では東京圏の経済規模が他を圧倒し

ているため、原則として東京圏への集中は懸念材料としない。また、地域分散の効果は用途によ

って異なることにも留意すべきである。例えば、オフィスは本社機能が東京に集中している状況

のなかで、地方への分散投資はある程度制約されようが、商業施設は優れた商圏を擁する立地で

比較的広範に成立しうるものであり、地方都市への投資比率が高くてもネガティブな評価になる

とは言い切れない。 

④ 用途分散：用途によって資産価値やキャッシュフローに影響を及ぼす要因が異なる場合があるた

め、用途が分散しているほうがポートフォリオの安定性に寄与すると考えられる。半面、各用途
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によって投資判断のポイントや運営の手法が大きく異なるため、用途が分散しているほどマネジ

メントがより難しくなることが予想される。従って、用途に関しては一概に分散しているほうが

有利とは判断できない。 

 

（3）外部成長（投資） 

格付上は基本的に現在のポートフォリオの特性が将来的にも大きく変わらないことを想定するため、

投資基準がなるべく明確に示されることが望ましい。投資基準が具体的であるほど、将来のポートフォ

リオの予見可能性が高まるだろう。しかし、一般に公表されている投資基準は機動的な投資判断の妨げ

にならないようにやや抽象的に書かれている場合も少なくないため、資産運用会社へのインタビューの

実施やこれまでの投資実績の分析などを通じて外部成長方針への評価を定めていく。 

また、長期保有を前提とした投資を行うことが重要である。もっとも、外部成長の過程においてポー

トフォリオを見直し、その質的向上を意図した売却は好ましいことだが、当初より短期的な転売により

キャピタルゲインを得るような方針を掲げている場合、不動産価格の変動による影響を受けやすくなる

と考えざるを得ない。 

優れた情報網を有し、物件ソーシング能力が高い REIT は多くの質の高い物件を獲得し、ポートフォ

リオの質の向上、あるいは分散を図ることができる。公開入札など過度な競争に巻き込まれず、相対取

引によりリーズナブルな条件で取得できる確率も高まる。逆にソーシング能力が高くないとポートフォ

リオの分散が進まず、無理して高値買いをしたり、質の劣る物件を取得するおそれが高まる。 

過度に積極的な成長方針は、ポートフォリオの質を劣化させるおそれが高まるほか、財務にも悪影響

を及ぼす可能性がある。実際、2007 年頃の不動産価格が高騰した時期に多額の投資を行った REIT は

高値掴みの結果として、保有物件の含み損拡大と収益性の低下を招く結果となった。同時に取得資金を

負債で調達したことで、財務も悪化した。不動産価格のサイクルを正確に見極めることは決して容易で

はないものの、無理な取得は極力回避するような慎重な投資スタンスが求められる。 

スポンサーは資産運用会社への人材・ノウハウの提供、あるいは物件拠出、仲介、情報提供などを通

じて、外部成長に重要な影響を与える。特に REIT の物件ソーシング能力はスポンサーのサポートに負

うところが大きいのが実情である。よって、スポンサーの不動産分野における事業展開力や REIT との

連携の強さについて十分に考慮する。 

 

（4）内部成長（運営） 

物件を効率的に管理し、テナントを好条件で誘致し、必要に応じてリノベーション工事を実施してい

くことは物件の価値を維持向上させるうえで不可欠である。従って、プロパティ・マネジメント会社と

密に連携しながら、効率的かつ効果的に物件をマネジメントしていく態勢作りが必要となってくる。ま

た、物件数、テナント数の増加に備えてマネジメントをシステム化することも有効な手法と考えられる。 

商業施設やホテルなど施設運営が比較的難しいとされる物件を保有している場合、その競争力を維持

するためには高度なノウハウが必要となる。たとえ、有力なオペレーターにマネジメントを委託してい

る場合でも、そのオペレーターが交代した場合には物件の収益力に影響が生じる可能性も想定しなくて

はならない。 

内部成長の面でもスポンサーの存在が及ぼす影響は大きい。特にテナントリーシングでスポンサーグ
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ループの機能を使えることが強みになる場合が多い。このため、スポンサーの不動産分野における事業

展開力や REIT との連携の強さについて十分に考慮する。 

 

（5）スポンサーとの利益相反対策 

スポンサーは物件の売買や仲介、情報提供あるいはテナントの仲介、プロパティ・マネジメント業務

の受託など様々な局面で REIT と取引する場合が多い。その際には、質の劣る自社物件を高値で REIT

に売却したり、自社が保有する物件へ優先的にテナントを誘致するなどの利益相反も考えられる。資産

運用報酬の増大を目的に資産規模をやみくもに拡大させる可能性も皆無とはいえない。 

これらの点については、利益相反防止に関する自主ルールの内容、情報開示の積極性、資産運用会社

の株主構成、スポンサーの REIT への出資比率、資産運用報酬の体系、などを手がかりに利益相反リス

クが軽減されているかを確認する。あわせて、スポンサーから取得した物件につき取得価格の適正さを

確認する。 

 

（6）ESG に関する考慮 

ESG を構成する 3 つの要因については、それぞれ上記事業リスクの評価において考慮している。 

①環境要因：「保有物件の質・安定性」の評価において保有物件の環境性能について考慮し、「内部

成長」の評価において保有物件のエネルギー消費の削減等、資産運用会社の環境に関する取り組みを考

慮する。 

②社会要因：「保有物件の質・安定性」の評価において保有物件の BCP（事業継続計画）機能や快適

性等について考慮し、「内部成長」の評価においてテナント満足度の向上や地域貢献等、資産運用会社

の社会に関する取り組みを考慮する。 

③ガバナンス要因：REIT の情報開示やスキームの透明性について「REIT の基本的特性」において

認識している。また、REIT のガバナンスにおける主要な論点である「スポンサーとの利益相反対策」

について大きな問題が無いか確認する。 

 

Ⅲ．財務リスクの評価 

REIT は課税されないために、配当可能利益の 90％超を配当する必要があるため、利益を留保して資

本蓄積を進めることが困難である。一方で、借り入れにより物件取得を進める過程において LTV は上

昇していくため、適切な時期に増資を行って、自己資本を補強し、LTV を引き下げるという運営が非常

に重要である。同時にポートフォリオのリスクに見合った適切なキャッシュフローを確保しつつ、金利

上昇やファイナンス環境の悪化といった事態にも耐えうる強固な資金調達基盤を築くことが必要となる。 

以上の認識のもと、下記に掲げる 4 項目につき、分析・評価していく。 

 

（1）レバレッジコントロール ：複数の方法で算出された LTV（簿価ベースの有利子負債比率、時価ベースの有利

子負債比率、敷金保証金を含めた負債比率） 

LTV は REIT の財務構成の健全性を評価するうえで、 も重要な指標の一つである。多くの場合、通

常時における LTV の運営目安を定めており、資産運用会社経営陣およびスタッフに対して行うインタ

ビューにおいては、レバレッジに関する方針を必ず確認する。 
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増資による LTV の引き下げはデットの信用力を高める一方、エクイティ投資家にとっては希薄化や

配当水準の低下を招くおそれがある。場合によっては、LTV 水準をめぐってデット投資家とエクイティ

投資家の利害が対立する可能性もある。従って、経営陣には安易な投資口価格維持策に走らず、財務の

健全性を維持するという強い意思が求められ、その意思がインタビューや過去の実績などを勘案して強

くないと判断される場合には LTV 水準をより保守的に想定する必要が出てこよう。 

LTV の評価においては、複数の方法で算出された指標を併用する。主に、簿価ベースの有利子負債比

率、時価ベースの有利子負債比率、敷金保証金を含めた負債比率の 3 つである。複数の指標を見ること

で、含み損益、敷金保証金の水準の違いを考慮した、より実態に近いレバレッジの評価が可能になる。 

増資の継続的な実行可能性も重要なポイントである。外部成長をしながら、LTV を目標水準の範囲に

維持していくためには、事業会社に比べて頻繁かつ継続的な増資が避けられない。このため、増資の実

績、投資口価格、時価総額およびこれらの相対的な地位などから、投資口市場へのアクセスの容易さに

ついて評価する。 

 

（2）キャッシュフロー水準（収益性）：NOI 利回り、インタレストカバレッジレシオ、ROA 

中長期にわたって REIT を安定的に運営するには、経費負担と利払いをしながら、十分な分配を実施

することにより投資家を満足させていくことが重要である。このためには資産内容に見合う以上のキャ

ッシュフロー水準（収益性）を確保していることが求められる。 

収益性を判断するうえでは、NOI（減価償却前賃貸事業利益）利回り、インタレストカバレッジレシ

オ（EBITDA/負債コスト）、ROA（総資産経常利益率）といった指標を重視する。 

 

（3）調達デュレーション：負債の平均残存年数 

REIT は不動産を長期にわたって運用していくため、資金調達も資産に合わせて長期固定金利で行い、

バランスシートの資産・負債サイドのデュレーションをマッチングさせ、金利上昇リスクを軽減してい

くことが望ましいと思われる。また、リファイナンスリスクを低減する意味でもデュレーションの長期

化は重要である。 

 

（4）流動性リスク（リファイナンスリスク） 

2008 年の金融危機に端を発した REIT 市場の混乱は、債務の返済原資をリファイナンスに依存する

REIT の弱みを浮き彫りにした。キャッシュフローが安定し、債務を十分カバーするだけの資産価値を

持つ担保物件を提供しても、新興不動産会社をはじめとするスポンサーの信用力が急激に低下した

REIT ではリファイナンスが円滑に進まないケースが散見された。リファイナンスリスクのマネジメン

トが極めて重要であることが改めて示された。 

具体的なマネジメントの内容としては、レバレッジの管理に加えて、金融機関との取引関係強化、調

達年限の長期化、返済期日の分散、流動性（現預金、コミットメントラインなど）の確保などが挙げら

れる。金融機関との取引関係に関しては、いわゆる「バンクフォーメーション」が重要で、確固たるメ

ーンバンクを軸に、メガバンク・信託銀行などの国内大手金融機関が相応のシェアを有し、特定の金融

機関に極端な偏りのない、バランスのとれた借入残高構成が望ましい。 

高い格付では無担保で借り入れできることも必須である。無担保で借り入れできること自体が取引銀
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行からの信頼度を示すものと考えられるうえ、物件売却・新規借り入れがローン契約の制約を受けるこ

となく機動的に実施できるためである。また、借入金が有担保であると、無担保投資法人債の回収順位

が実質的に劣後してしまい、投資法人債の発行が難しくなる。 

金融機関の与信基準においてスポンサーが重視されている状況に鑑み、リファイナンスリスクの評価

においてスポンサーの信用力や属性もポイントとなる。 

なお、投資口の払い戻しを認める仕組み（オープンエンド型）を採用する私募 REIT については、仮

に大量の投資口払い戻し請求があった場合、流動性リスクが顕在化するおそれがある。このため、①払

い戻し上限額の設定、払い戻しまでの十分な期間の設定、などの払い戻しを制約する仕組み、②現預金、

コミットメントライン、換金性の高い物件の保有などの有効な流動性対策－－が採られているかどうか

を確認する。 

 

Ⅳ．長期個別債務格付・短期格付の評価 

長期個別債務の格付は、事業法人等と同様に、発行体格付をベースとして、個々の債務の回収リスク

等を評価し、必要な場合は符号に反映する。 

短期債務の格付は、事業法人等と同様に、発行体格付をベースとして、手元流動性の内容や水準、短

期的な資金調達力等を踏まえて評価する。 

 

Ⅴ．REIT の格付 

 

 
 
＊これまで公表した同種の格付方法は、本稿に代替されます。 

 

 

 

 

 

 
●お問い合わせ先 株式会社格付投資情報センター マーケティング本部 カスタマーサービス部 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地テラススクエア 

 TEL.03-6273-7471  FAX.03-6273-7926   https://www.r-i.co.jp   E-mail infodept@r-i.co.jp 

重要度 重要度 指標

保有物件の質・安定性 ◎ レバレッジコントロール ◎ 簿価ベースLTV

ポートフォリオの分散 ○ 時価ベースLTV

外部成長（投資） ◎ 敷金保証金考慮後のLTV

内部成長（運営） ○ （継続的な増資の実行可能性）

スポンサーとの利益相反対策 ○ キャッシュフロー水準 ○ NOI利回り

（収益性） インタレストカバレッジレシオ

ROA(総資産経常利益率）

調達デュレーション ○ 負債の平均残存年数

流動性リスク ◎ （リファイナンスリスク）

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

発行体格付

REITの基本的特性

事業リスク 財務リスク
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