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海外投資家は引き続き買い越し基調、主要指数への採用もプラスに

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

J-REIT市場では、引き続き海外投資家による買い越しが確認されています。

2021年10月の売り越しは、TOB（公開買付）成立後にベンチマークから除外された銘柄に関連した売りが一定程

度出た影響と推定され、海外投資家による買い越し基調に大きな変化はないと見ています。

（図1）東証REIT指数の推移

（2021年9月末～2021年12月末、日次）

2021年10～12月のJ-REIT市場はもみ合う展開

となりました。

11月は、複数銘柄による公募増資の発表を背景に短

期的な需給悪化が意識されたことに加え、新型コロナ

ウイルス・オミクロン株への警戒感が強まったことなど

が値動きの重さに影響したと見られます。

12月は、同月発表された11月の「都心5区オフィス空

室率」が21カ月ぶりに低下しオフィス市況の先行きに

対する悲観的な見方がやや後退したことや、オミクロン

株の重症化率が低いとの報道などを受け、投資家心理

が改善し、後半にかけて持ち直す動きとなりました。

※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

需給要因やコロナ動向でもみ合う展開
年末にかけて持ち直し
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（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

（2021年10月～2021年12月）

買い越し
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（図2）海外投資家によるJ-REIT売買動向の推移

（2021年1月～2021年12月、月次）

2021年の振り返りと2022年の展望
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2021年12月には、世界の上場REITに投資を行う

機関投資家が参照している指数の一つ「FTSE EPRA

/NAREITグローバル不動産指数」の定期見直しが実

施され、複数のJ-REIT銘柄が新たに採用されたこと

もプラスに影響したと考えられます。

同指数では、組み入れ基準の緩和によりJ-REIT銘

柄の新規組み入れが増えています。同指数への採用を

目指すJ-REITも見られ、３カ月毎の見直しタイミング

においても、新たな採用銘柄が出てくることが期待さ

れます。
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※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

地価は回復傾向、海外投資家は好機として注目

上昇地区数は４期連続増加

コロナショック以降の回復傾向を確認

2021年11月に発表された「主要都市の高度利用地地

価動向報告～地価LOOKレポート～」によると、2021

年第3四半期における全国の「上昇」地区数は、東京圏や

地方圏での増加を主因に前四半期からさらに増加しまし

た。

2020年第4四半期以降、全国の「上昇」地区数は4期

連続で増加し、今回の結果もコロナショック以降における

地価の回復傾向を示す内容となりました。

地価動向は、J-REITが保有する不動産の含み益に影

響します。

2021年10月期のJ-REIT市場の含み益は、約4.3兆

円と市場設立来最高の水準で推移しています。

含み益の増加は、ストック面での評価を高めるだけでな

く物件売却時の利益計上ができるなど、フロー面から経

営の自由度の高まりにもつながります。

含み損益率（含み損益額÷取得価額）は20％を超えて

おり、足元ではさらに拡大してきています。

過去最高水準の含み益が市場を下支え

1 地価動向

2

（図3）高度利用地の地価動向推移（全国）

（2020年第1四半期～2021年第3四半期、四半期）

※1Q：第1四半期（1/1～4/1）、2Q：第2四半期（4/1～7/1）、
3Q：第3四半期（7/1～10/1）、4Q：第4四半期（10/1～1/1）

（出所）国土交通省のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

コロナ禍の2021年も、海外投資家やJ-REITによる国

内不動産の大口取引が複数確認されました。

海外投資家による大口取引の事例では、eコマース（電

子商取引）の成長加速によりニーズの高まった物流施設

や、収益悪化により資金化目的で売却されたホテルなど、

コロナ禍特有の物件取得も見られています。

J-REITでは、良好な不動産売買市場を背景に、2021

年8月「日本ビルファンド投資法人」が物件入れ替えに伴

いスポンサーである三井不動産から競争力の高い優良

物件を取得したことを発表しています。

活発な不動産売買はJ-REITにもプラス

■

■

■

（図4）J-REIT保有不動産の含み損益の推移
（2002年11月期～2021年10月期、月次）

※含み損益（不動産鑑定評価額－不動産帳簿価額）は、過去6カ月間に決算発表
した銘柄の含み損益の合計値

（出所）三井住友トラスト基礎研究所のデータを基に三井住友トラスト・アセット
マネジメント作成

J-REIT市場の含み益は
設立来最高の水準

（図5）海外投資家・J-REITによる不動産投資事例

（出所）各種報道を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

買い手 公表時期 投資対象

プルーデンシャル
（英国） 2021年5月

物流施設等
（約950億円）

ブラックストーン・
グループ
（米国）

2021年3月
ホテル8物件
（約600億円）

ベントール・
グリーンオーク

(カナダ)
2021年2月

オフィス等
（約400億円）

日本ビルファンド
投資法人

2021年8月
オフィス等

（約800億円）

（地区数）

（兆円）
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※東京都心5区は千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区
（出所）三鬼商事のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

J-REIT保有物件の空室率は低水準を維持

※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

オフィス空室率は21カ月ぶりに低下

2021年11月の東京都心5区のオフィス空室率は6.35%と、2020年2月以来２1カ月ぶりに低下しました。足元

12月ではさらに低下し6.33%となっています。「緊急事態宣言」全面解除後の2021年10月以降、経済活動が徐々

に再開へ向かったため、大型テナントによる館内増床や拡張移転の動きが出始めたことが空室率の低下につながっ

たと考えられます。一方、12月の平均賃料は20,596円/坪と17カ月連続で下落しました。

新型コロナウイルス変異株の動向には引き続き注視が必要ですが、経済活動の正常化が進展し、企業の働き方やオ

フィス利用の方向性が定まるにつれ、立地やスペックが良く競争優位性のあるオフィスビルについては埋め戻しが進

むと予想されます。

東京都心5区のオフィス空室率は2020年3月のコ

ロナショック以降上昇傾向である一方、J-REITが保有

するオフィス物件の稼働率から推計した空室率は、比

較的緩やかな動きが続いています。

J-REIT保有オフィス物件の空室率の上昇が限定的

である理由としては、不動産市場全体のオフィス物件

と比較して、質が高く賃貸市場における優位性が高い

ことが挙げられます。また、退去が出た場合の埋め戻し

などリーシング活動が行われていることも、空室率の

上昇抑制につながっていると考えられます。

なおJ-REIT保有物件全体の空室率は、長期契約か

つ高稼働である物流や商業施設などが含まれるため、

J-REIT保有オフィス物件の空室率と比べさらに低位

で推移しています。

J-REIT保有物件の空室率上昇は緩やか

（2002年1月〜2021年12月、月次）

2
賃貸

不動産市場

空室率
5％ライン

（図6）東京都心5区のオフィス空室率と賃料の推移

（図7）オフィス空室率の比較
（2010年1月〜2021年12月、月次）

※J-REIT保有物件、J-REIT保有物件全体は2021年11月まで
（出所）一般社団法人投資信託協会、三鬼商事のデータを基に三井住友

トラスト・アセットマネジメント作成

J-REIT
保有物件

東京都心5区

（ご参考）
J-REIT保有物件全体

都心5区とJ-REIT物件の差は
約3％

（%）
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※画像はイメージです
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業績やリスクプレミアムから見ても割安感は継続

※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

主要３カ国の中でも
魅力的なリスクプレミアムを維持

行動制限緩和による業績回復に期待

新型コロナウイルスの感染拡大はホテルREITなど

を中心に配当金の引き下げ要因となりましたが、コロ

ナショック以降、J-REIT市場全体の1口当たり配当金

は概ね横ばいで推移しています。

短期的には新型コロナウイルス変異株による行動制

限が懸念されるものの、中期的にはコロナ禍で低迷を

続けるホテルなどの収益が回復すれば、1口当たり配

当金の増加も期待できます。

J-REIT市場は、依然として業績回復に伴う上昇余

地があると言えます。

3 バリュエーション

（2021年12月末現在）

※リスクプレミアム：REIT配当利回り－10年国債利回り
※各国のREIT配当利回りは、S&PグローバルREIT指数の各国の実績配当

利回り
（出所）S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスおよびBloombergのデータを基

に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※グラフの起点を100として指数化
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

1口当たり配当金

東証ＲＥＩＴ指数

世界的な金利上昇を背景に、リスクプレミアムから見

たJ-REITの魅力度も高まっています。

主要３カ国のリスクプレミアムを比較すると、米国が

1.1%、オーストラリアが1.8％であるのに対し、日本は

日銀の金融政策により低金利が継続していることなど

から3.7％と圧倒的に高い水準にあります。

コロナショックからの経済回復やインフレ加速懸念を

背景に、世界的に金融引き締めの動きが広がる中、米

国とオーストラリアでは長期金利に対する上昇圧力が

続くと見られます。一方日本においては、日銀による

金融緩和の継続が見込まれ、金利は当面低位で推移

すると予想されます。

今後の世界的な量的緩和縮小下では、リスクプレミ

アムの面でもJ-REITへの注目が高まると期待されま

す。

（図8）1口当たり配当金と東証REIT指数の推移

（図9）主要３カ国のリスクプレミアム比較

（2016年12月末～2021年12月末、月次）
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2021年前半は新型コロナウイルスのワクチン接種

が開始され、世界的に経済活動の再開期待が高まる

中、ホテルREIT等一部の銘柄を除くJ-REITの業績

が概ね堅調であったことや株式市場に対する出遅れ

感を背景に、J-REIT市場は４月から夏場にかけて上

昇しました。

後半は相次ぐ公募増資による需給要因から値動きが

重くなったものの、J-REIT市場の2021年年間騰落

率は20.0%と、国内株式市場12.7%を上回りました。

一方で、コロナショックを機に拡大した株式市場から

の出遅れ感は継続しています。他のリスク資産もコロ

ナ禍前の水準を大きく回復していることから、J-

REIT市場は出遅れた状況と言えます。

4 コラム 2021年の振り返りと2022年の展望

2021年は堅調に推移
コロナ禍前との比較では他資産に劣後

2022年は、インフレ懸念が燻る中で世界的に金融

引き締めの進展が見込まれる一方、日本は金融政策

正常化に向けた動きが出遅れており、当面金利は低位

で推移すると見られます。

J-REITの業績は、今後経済正常化が進むにつれ、ホ

テルなどを中心に回復が見込まれます。また、増資に

よる物件取得で収益を拡大する動きや、物件売却・入

れ替えに伴う収益計上で投資主へ利益を還元する動

きも見られることから、業績向上に伴う配当利回りの

上昇が割安感をさらに強めると予想されます。

また、国内不動産売買市場の活況は今後も継続し、

資産価値から見た割安感もJ-REIT市場の上昇につな

がると見ています。

業績拡大に伴う割安感、保有不動産の価値上昇と

いった「業績」・「資産価値」双方の観点から、2022年

のJ-REIT市場は、他のリスク資産からの出遅れを

徐々に解消していくと想定しています。

2022年は業績・資産価値の拡大により
出遅れ感の解消に期待

※上記は当資料作成時点の情報であり、今後変更となる場合があります。また過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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（図10）東証REIT指数とTOPIXの推移

（2020年1月末～2021年12月末、日次）

TOPIX（東証株価指数）

※各指数（配当込み）のデータをグラフの起点を100として指数化
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

東証REIT指数

（図11）各資産の騰落率 ―コロナ禍前（2020年1月末）との比較 ―

（2021年12月末現在）

※米国株式はS&P500指数、米国REITはS&P米国REIT指数、欧州株式は
欧州STOXX指数、グローバルREITはS&PグローバルREIT指数、J-REIT
は東証REIT指数、各指数は全て配当込み・現地通貨ベース

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

（図12）J-REIT市場の配当利回りとNAV倍率＊

―コロナ禍前との比較 ―

※配当利回りは東証REIT指数の実績配当利回り
＊不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標
（出所）Bloomberg、ARES（不動産証券化協会）のデータを基に三井住友トラスト・

アセットマネジメント作成
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