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イントロダクション

REITとは？
不動産投資信託（REIT / リート）とは、不動産への投資を目的とした複数の投資家が資金を拠出すること
で成り立つ上場投資信託（又は上場投資法人）です。REITの仕組みによって、投資家は自ら巨額の資金を
投じて実際の不動産を購入する必要がなくなり、なおかつ不動産を所有することで生み出される利益を
共有し、さらに市場取引を通じて大きな流動性の利益を得ることが可能となります。投資家のREITに投
資を行うことによって生じる基本的な収入は、REITが保有する不動産を単一の、又は複数の賃借人に対
して賃貸することによって発生する賃貸料です。さらに、REITは税制上の恩恵を受けることが可能となっ
ており、通常は配当を行うことによって投資家に対して還元していきます。

PARKWAY LIFE REIT

Parkway Life REITのご紹介 (“PLife REIT”)

Parkway Life REIT (パークウェイ・ライフ・リート、以下「Plife REIT」)は、ヘルスケア関連不動産への投資に
特化したREITの中でアジア圏最大の上場不動産投資信託の一つです。2007年8月にシンガポール証券
取引所に上場以来、ヘルスケア又はヘルスケア関連収益不動産又は不動産関連資産への投資を行って
まいりました。

信託ストラクチャー
運用会社、受託者及び受益者
（投資家）の関係を示しています。
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PLife REITsの長期戦略
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PLife REITは、アジア太平洋地域における全てのヘルスケア及びヘルスケア関連不
動産を投資対象としています。私達の投資戦略として、ヘルスケアに対する強い需要
が見込まれる成熟した先進国に重点を置いていますが、同時にその他の国における
オポチュニスティックなアプローチも視野に入れています。

PLife REITは、アジア太平洋地域におけるヘルスケア産業の成長を捉えることのでき
る位置にいると考えています。ヘルスケア関連資産に特化している性質上、質の高い
ヘルスケア関連事業者との戦略的相互提携を確立することこそ、PLife REITにとって
最重要事項です。オフバランスや資本を必要としている質の高いヘルスケア関連事
業者とのパートナーシップや、ヘルスケア事業に投資したのち不動産の切り離しを行
おうとしている事業者やファンドとの協働が、戦略のカギとなります。

購入による成長戦略

強力かつ堅牢な財務戦略

保有資産価値の増大、リスク調整後のリターンの最大化；
投資家に対する定期的かつ安定的な配当及び長期的な成長の達成

運用による成長戦略

 第三者からの取得　　　　
• サードパーティからの優良
資産取得に重点を置く　

 スポンサーからの取得　　
• スポンサーパイプラインで
の資産取得に重点を置く

• 持続可能な収益性
• 有機的に収益を拡大
• 新たな収益を生み出すためのサ
ポート

これらの戦略をサポートするのが

そして目指すのは…

ポートフォリオ概要

PLife REITは、アジア圏におけるヘルスケア特化型REITとしては最大規模の上場投資信託の一つであり、
これまでにシンガポール、マレーシアさらに日本において投資実績があります。2012年12月31日現在、
PLife REITは30物件以上、投資規模で約14億シンガポールドル（約982.5億円、SGD1＝JPY70.18）の資産
を保有し、21社のヘルスケア関連事業者と賃貸借契約を結んでいます。

質の高い価値を生み出す多様なポートフォリオと、地域におけるヘルスケア市場の成長に目を向けるこ
とによって、PLife REITは、アジアのヘルスケア産業界において長期的な受益者及びキープレーヤーとし
ての地位を保持しています。
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保有不動産 - シンガポール
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資産価値980.4百万シンガポールドル（約688億円、SGD1＝JPY70.18、2012年12月31日
現在の評価額に基づく）の戦略的位置にある世界規模の私立病院3物件のポートフォリ
オ。総合的な高品質の医療及びヘルスケアサービスにより、PLife REITが保有するこれら
の受賞歴のある病院は、地域及び世界的に先進的なヘルスケア施設として認識されて
います。

アジアにおける最大の民間医療サービス提供者兼投資家であるIHH Healthcare 
Berhad Groupの一部であるParkwayPantai社（以下「Parkway」）の100％子会社である
Parkway Hospital Singapore Pte. Ltd.とマスターリース契約を締結。

- Parkwayは17の病院ネットワークを持つブランド 
- 2007年8月23日から100%稼働保証のある15+15年間の賃貸借期間

Mount
Elizabeth 
Hospital

Gleneagles 
Hospital

Parkway
East

Hospital

保有不動産 ‒ マレーシア
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• 330床を誇るクアラルンプールGleneagles病院に隣接するGleneagles Intan 
Medical Centre Kuala Lumpur内に位置する高い品質のヘルスケア資産。資産価値
8.1百万シンガポールドル（約5.7億円、SGD1＝JPY70.18、2012年12月31日現在の評
価額及びSGD1=RM2.44に基づく）。

• Gleneagles Hospital (Kuala Lumpur)及びCIMB Bank Berhadを中心としたマルチテ
ナント。

• クアラルンプール内の有名な医療区域に戦略的に位置し、優良なテナントでほぼ
100％稼働中



保有不動産‒ 日本

• 33物件のヘルスケア関連資産で形成される資産規模438.8百万シンガポールドル（
約308億円、2012年12月31日現在の評価額及びSGD1=JPY70.18に基づく）のポート
フォリオ。
- 医薬品の製造及び配送施設1物件（P-Life Matsudo） 
- 有料老人ホーム32物件

• 各施設100%稼働保証の付いた17事業者との長期賃貸借契約。

• これらの有料老人ホームは、評価の高い事業者によって運営される住宅地に戦略的
に立地する質の高い施設です。これらの施設は、幅広い介護サービスを提供し経験
豊かなサービスと介護スタッフによって支えられています。

 北海道
▲ さわやか東神楽

 

 秋田
▲ さわやか桜館

 

 東京
▲ ふれあいの園練馬高野台

 

   千葉
■ P-Life松戸
▲ シニア町内会まくはり館

 

   神奈川
▲ ボンセジュール横浜新山下
▲ ひまわりホーム鎌倉
▲ ふれあいの園武蔵中原

 

   埼玉
▲ スマイリングホームメディス武蔵浦和 
▲ スマイリングホームメディス越谷蒲生
▲ アズハイム中浦和

 大阪
▲ ボンセジュール茨城
▲ フィオレシニアレジデンス枚方
▲ スーパー•コート門真
▲ スーパー•コート高石羽衣
▲ メゾン・デ・サントネール石津川
▲ メゾン・デ・サントネール春木
▲ 癒しの高槻館
▲ レガ-ト東住吉
▲ レガ-ト交野
▲ ロイヤルレジデンス御殿山
▲ さわやか枚方館

  兵庫
▲ パーマリィ・イン明石
▲ パーマリィ・イン須磨

 

 岡山
▲ アミーユ中庄

 

 福岡
▲ はぴね福岡野芥
▲ さわやか大畠壱番館
▲ さわやか大畠弐番館
▲ さわやか野方館
▲ さわやか新門司館
▲ さわやか野方館
▲ さわやか福ふく館
▲ さわやかパークサイド新川

 凡例：
● PLife REIT保有資産の位置      ▲  有料老人ホーム      ■  製造施設

HOKKAIDO

TOHOKU

KANTO

CHUBU

CHUGOKU

KANSAI

SHIKOKU

KYUSHU
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ボンセジュール横浜新山下 ふれあいの園武蔵中原 ひまわりホーム鎌倉

スーパー•コート高石羽衣 スーパー•コート門真 さわやか枚方館

レガ-ト東住吉 メゾン・デ・サントネール春木 メゾン・デ・サントネール石津川 ロイヤルレジデンス御殿山

ボンセジュール茨木 フィオレシニアレジデンス枚方 癒しの高槻館 レガ-ト交野

大阪県

神奈川県

パーマリィ・イン明石 パーマリィ・イン須磨 ふれあいの園練馬高野台 P-Life 松戸

はぴね福岡野芥 さわやか福ふく館 さわやか直方館 さわやか野方館

さわやか大畠け壱番館 さわやか大畠弐番館 さわやか新門司館 さわやかパークサイド新川

秋田県

さわやか桜館 シニア町内会まくはり館 アミーユ中庄 さわやか東神楽館

千葉県 岡山県 北海道県

福岡県

兵庫県 薬品系東京都

アズハイム中浦和 スマイリングホームメディス越谷蒲生 スマイリングホームメディス武蔵浦和

埼玉県
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保有不動産 – 日本


