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平成 26年 (ワ )第 259号 損害賠償等請求事件

原 告  封馬 靖人

被 告  株式会社ファンドクリエーション 外 1名

文書提出命令申立に対する意見書

平成 27年 7月 31日

静岡地方裁判所 沼津支部民事部 lA係 御 中
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訴訟代理人

弁護士  垣  鍔  公

1.l事第23号証に表示されている借入比率に関する数値のうち、平成 17年 3

月から平成20年 8月 までの間の借入比率の数値のもとになった文書について.

甲第 2号証 1の交付口論見書の30頁に「フアンドは、純資産の10%の範囲

内でのみ借入を行うことができます。」と記i11蛇 されているが、34頁には「各営

業者およびジェネラル・パートナーは、投資および取引行為に際し、Ω銭を借

り入れることができます。ファンドによる借入は、その純資産価額の10%ま
でに制限されていますが、管理会社も受託会社も、各営業者またはリミテッド

パートナーシップによる借入および債務負担などの投資活動をコントロールす

る法的な権限を有していません。」と記載されており、純資産の10%という借

入れの制限はフアンド自体の借入れについてであり、各営業者の借入れに関す

る制限でないことは明らかである。

FCイ ンベストメント・リミテッドは、ファンドの管理会社として受益証券の

■コ
‖し



▲

発行により集めた資Ωを社債に投資するのであり、Ω融機関から借入れてまで

社債に投資することはあり得ない。

社債に投資した後に受益者から買戻し請求を受けた場合において、買戻請求に

応じる現金を保有していない場合も想定され、そのような場合の資金調達とし

て当座貸越契約を利用 して一時的に借入れることを想定し (実際に借入れた事

実はない)、 このような借入れについて純資産の10%という制限をもうけたの

である。

乙第 2号証の 3枚 目に2015年 4月 30日 時点のファンド借入比率が 58.

5%と記載されてお り、ファンド借入比率の計算式が記il:2さ れている。ファン

ド借入比率はファンドの純資産総額と有利子負債 (営業者等による借入れを含

む)により算出され、純資産総額は乙第 2号証の 2枚 目に、有利子負債の総額

は4枚目に記載されている。

以上のとおり「借入比率」は純資産総額と有利子負債総額により算出されるも

のであり、「借入比率」に関する文書は存在 しない。

2.平成 20年 1月 から平成 21年 12月 までの間の各収益源物件ごとの稼働率

(甲第 11号証の 2枚 目及び 3枚 目に記112さ れている稼働率)の数値のもとに

なつている文斉について。

甲第 11号証の 3枚目の欄外に記載されているとおり、稼働率は、各収益源物

件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合であり、各収益源物件の賃貸可能面

積は、区分所有法でいう尊有部分の総床面積であるが、この総床面積に関する

文書は存在せず、各収益源物件のプロパティマネージャーがパソコン上のデー

タとして保有しているだけである。

賃貸面積は、賃貸借契約に基づき賃借人が占有している事有部分の総床面積で

あるが、この総床面積に関する文書は存在せず、各収益,,F物件のプロパティマ

ネージャーが空室の専有部分を把握 しており、空室の専有部分がわかれば稼働

率を算出できるのである。
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3.甲第24号証及び甲第29号証に記載されている金額のもとになつている平

成20年 1月 から平成 21年 12月 までの間の各収益源物件ごとの賃料収益に

関する個々のデータが記,1伐 された文書について。

甲第 24号証および甲第 29号証に記載されている「不動産賃貸等による収益」

は、各営業者が事務委託している会計事務所が不動産賃貸等による収益を算出

して会計データとして東京共同会計事務所に提供し、東京共同会計事務所がす

べての営業者に関する不動産賃貸等による収益の会計データを集約して被告株

式会社フアン ドクリエーションに提供した数値であり、被告株式会社フアンド

クリエーションは、賃料収益に関する個々のデータが記載された文書を所持し

ていない。

4.平成 20年 1月 から平成 21年 12月 までの間の各月の収益還元率が記litさ

れている文書について。

収益還元率 (収益還元利回り)は不動産鑑定評価書に記載されている数値であ

り、収益還元率のみが記載されている文書は存在しない。リーマンショックが

発生した平成 20年 9月 以前は半期ごとに不動産鑑定評価書が作成され、リー

マンショックが発生した後は四半期ごとに作成されている。従つて、収益還元

率は、毎月算出される数値ではない。

5,甲第 24号証及び甲第 29号証の 「経費」の値のもとになつているデータが

記載されている文書のうち、平成 20年 1月 から平成 21年 12月 までの間の

各月の経費に関する文書について。

平成 20年 1月 から平成 21年 11月 までの間はレジットファンドの管理事務

代行会社であるHSBCイ ンステイテューショナル・ トラス ト・サービシーズ

リミテッドが経費に関するデータを保有 し、平成 21年 12月 以降は三菱UF
Jグ園―パルカス トディ 。ェス・ェィが経費に関するデータを保有している。
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訴外宮本は、甲第 24号証を作成するにあたり、上記各社から経費に関するデ

ータ (甲第 24号証に記illた されている数値)の提供を受けたものであり、経費

に関する文書は存在しない。なお、経費項目である受託者報酬、管理者報酬、

監査報酬、その他の費用については、FCフ ァンド・ レジットの損益計算書に

記載されてお り、半期ごとに公表されている。

6.甲第29号証に手書きで記iltさ れた「REIT運用益」の値のもとになって

いるデータが記載されている文書のうち、平成20年 1月 から平成21年 12

月までの間の各月の上記文書について。

レジット・アルファ・インクは、平成 20年 1月 から平成 21年 12月 までの

間、 J― REITに 投資したことがない。ただし、平成 20年 1月 から同年 5

月までの間に、主としてリミテットパー トナーシップを通じて J― REITを

組み入れた投資信託に投資 したことはある。なお、その投資信託に投資 してい

た期間が短期間であつたため,REIT運 用益に準じる損益を記1ltし た文書は

存在 しない。

7.レジット・アルファが各営業者と匿名組合契約を締結した|∫際の、契約金およ

び投資額が記載された契約響について.

レジット・アルファと各営業者との間で締結される匿名組合契約書には、レジ

ットリアルフアの投資総額が記 ;|:路 されているだけであり、収益源物件の不動産

価格及び不動産受益権の価格は肥載されていない。

各営業者はレジット・ アルファから提供される資金を原資として収益源となる

不動産を購入したり、不動産の受益権を1枠入するのであるから、匿名組合契約

苔に不動産価格等が記,li2さ れることはない。

8,レジット・アルファが各営業者と匿名組合契約を締結した契約を解約する際

の、金銭の授受に関する文書について。
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レジット・アルファ・インクが匿名組合契約の終了を求めた場合、各営業者は

レジット・アルファ・インクに対し、終了通知書を発行したうえで、匿名組合

事業決算報告書 (事業年度の始期から終了日までの間の匿名組合事業の貸借対

照表及び損益計算書)を作成して交付するが、金銭の授受に関する文書は交付

されない。

9.甲第 29号証の「鑑定評価益」の値のもとになっているデータが記ili2さ れた

文書 (平成 20年 1月 から平成21年 12月 までの間の各月の各収益源物件ご

との評価額に関する文薄)について。

前記のとおリリーマンショック発生前は半期ごとに、リーマンショック発生後

は四半期ごとに不動産鑑定評価書が作成されている。半期ごとに作成される不

動産鑑定評価書に記 litさ れている評価額を比較して差益を算出することはなか

つたが、四半期ごとに不動産鑑定評価書を作成するようになつてから、鑑定評

価益を算出している。なお、鑑定評価益は、四半期ごとに作成される不動産鑑

定評価書に記載されている鑑定評価額を比較した場合の差益にすぎず、鑑定評

価益に関する文書は存在しない。

ところで、不動産鑑定評価書は、 2月 、 5月 、 8月 、 11月 の四半期ごとに作

成されるが、リーマンショックの発生に伴い、平成 20年 12月 及び平成 21
年 3月 に臨時レポー トが作成され、同レポー トに鑑定評価額が記il:た されている。

その後、平成 21年 8月 以降に作成されたマンスリーレポー トには収益源物件

の鑑定評価額が記載されている。

以 上


