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被告(抑 ファン ドクリエー ションの第 6準 備書而「第 2.1」 に記載 したとお り、
同被告において、2010年 1月 以降 のデータ しか保管されて いないため、 2

010年 1月 か ら 2011年

2月 までの間の分配原資について、以下の とお り

説明する。

1.2010年

1月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1億 4483万 円、
その他の事業収入が約 3988万 円の合計 1億 8472万 円である。
なお、収益源物件は 36棟 で ある。

営業費用は約 6940万 円であり、営業外費用は約 4526万 円
払利息及 び社債利息が約 4053万 円)で ある。

(う

ち、支

賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外 費用を控除 した金額は約 7005万 円
であ り、この金額を粗利益 と仮称する。
レジ ッ ト 0フ ァン ドの受益権は、発行時期によ リクラスA、 クラス B、 クラ
ス Cに 分類されてお り、それぞれのクラスの一 口当 りの純資産価額は相違す
る。
従つて、クラスA、 クラス B、 クラス Cの それぞれのク ラス別 の純資産総額
1

r.
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の比率 によ り、粗利益をそれぞれのクラス別に帰属させる必要がある。そ し
て、 クラスAの 粗利益 に帰属 される金額 をクラスAの 発行済回数で除 して算
出された数値が 甲第 24号 証の 「不動産賃貸等 による収益」桐 の数値 で あ
る。

2010年

1月 のクラス Aの 粗利益に帰属される金額は約 6784万 円であ

り、クラスAの 発行済 口数 2,

883, 650日 で除 した数値 は 「24」

と

なる。

2010年

1月 は、レジ ッ トファン ドが貸 し付けを行つていた融資先が保有

す る不動産 を売却 したことによ り、それまで滞納 して いた利息約 1923万
円を支払 つたので、その他 の事業収入が増加 した。 この特殊要因 を除 くと、
粗利益は約 5081万 円とな り、クラスAの 粗利益に帰属 される金額約 49

21万 円をクラスAの 発行済 回数 で除 した数値は 「 17」

2,2010年

となる。

2月 の賃貸事業収椎は、建物賃料収入が約 1億

2726万 円、

そ の他 の事業収入が約 2114万 円の合計 1億 4841万 円で ある。
く

なお、収益源物件 は 24棟 である。
営業費用は約 6499万 円であり、営業外費用は約 3886万 円

(う

ち、支

払利息及 び社債利息が約 3232万 円)で あ る。
賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用 を控除 した金額 は約 4455万 円
であ り、 この粗利益 と仮称 される金額の うち、 2010年 2月 のクラス Aの
粗利益 に帰属され る金額約 4387万 円を、クラスAの 発行済 口数 2,

7, 710日 で除 した数値 は 「 15」

2010年

86

となる。

2月 は、買戻請求に対応するための資金が必要 とな り、収益源物

件が前 月の 36物 件か ら 12物 件減少 したことによ り、賃貸事業収益が減少
した。また、 レジ ッ トファンドが貸 し付け を行 つて いた融資先が、保有する
不Iib産 を売却 し、‖レ
納 して いた利息約 266万 円をレジ ッ トフ ァンドに支払
った ことによ り、収益が若千増加 した。 この特殊要因を除いた、粗利益は約

4189万

円 とな り、 クラスAの 粗利益 に帰属 される金額約 4125万 円を

クラスAの 発行済 口数 で￨̀結 した数値は 「 14」 となる。

3.2010年

3月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1イ1111978万 円、

その他の事業収入が約 6167万 円の合計 1億
2

8146万 円である。
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なお、収益源物件は 22棟 である。
営業費用は約 6454万 円であり、営業外費用は約 4684万 円

(う

ち、支

払利息及び社債利息が約 3570万 円)で ある.
賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用を控除 した金額 は約 7006万 円
で あ り、 この粗利益 と仮称 される金額 の うち、 2010年 3月 の クラスAの
粗利益に帰属 される金額約 6824万 円をクラスAの 発行済 回数 2,
9, 989口 で除 した数値は 「24」 となる。

2010年

84

3月 は、 ファン ドが貸 し付けを行 って いた融資先が、保有する不

動産 を売却 し、滞納 して いた利息約 4100万 円を レジ ッ トファン ドに支払
ったので、大 き く賃貸事業収益が増加 した。 また、一部 の借入金 の金利変動
リスクをヘ ッジするための金利キ ャップのオプション料 (借 入金の金利が上
昇 した場合の リスクを回避するため、金利 の上限 を設定 してその上限 を超え
る金利の適用がな いよ うにする特約で あり、その特約 を付するための費用)
として 331万 円の支出が あり、これ らの特殊要因を除 くと、粗利益は約 3

238万 円とな り、クラスAの 粗利益 に帰属される金額約 3153万 円をク
ラス Aの 発行済 口数で除 した数値は 「11」 となる。

4,2010年

4月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1億

その他 の事業収入が約 549万 円の合計 1億

1576万 円、

2126万 円である。

なお、収益源物件は 21棟 である。
営業 費用 は約 5489万 円であり、営業外費用は約 4035万 円

(う

ち、支

払利息及び社債利息が約 3376万 円)で ある。
賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外 費用を控除 した金額は約 2600万 円
であ り、 この粗利益 と仮称 される金額 のうち、 2010年 4月 のクラスAの
粗利益 に帰属 される金額約 2550万 円を、クラスAの 発行済 回数 2,

8, 941口 で除 した数値は 「9」

2010年

80

となる。

4月 は、 レジ ッ トフ ァン ドが貸 し付けを行 っていた融資先 におい

て貸倒損失が発 生 し、融資関連収益が 1302万 円もあったにもかかわ らず
損失と相殺勘定 したため、大幅 に収益が減少 した。 この特殊要因を除 くと、
粗利益は約 3903万 円とな り、クラスAの 粗利益 に帰属される金額約 38

28万 円をクラスAの 発行済 口数で除 した数値は 「 14」
3

となる。
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5.2010年

i

5月 の賃貸事業収益 は、建物賃料収入 が約 1億

そ の他 の事業収入が約 710万 円の合計 1億

2239万 円、

2950万 円である。

なお、収益源物件 は 21棟 である。
営業費用 は約 6090万 円であり、営業外費用 は約 4249万 円

(う

ち、支

払利息及び社債利思が約 3596万 円)で ある。
賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用 を控除 した金額 は約 2610万 円
であ り、この粗利益 と仮称 される金額 の うち、 2010年 5月 の クラスAの
粗利益 に帰属 される金額約 2560万 円をクラスAの 発行済 回数 2,
1, 684口 で除 した数値 は 「9」 となる。

2010年

79

5月 は、 2010年 4月 と同様 にレジ ッ トフ ァン ドが 貸 し付けを

行 つていた融資先 にお いて貸倒損 失が発生 し、融資関連収益が 1123万 円
もあ ったにもかかわ らず損失 と相殺勘定 したため、大幅に収益が減少 した。
この特殊要 因を除 くと、粗利益は約 3733万 円 とな り、クラス Aの 粗利益
に帰属される金額約 3661万 円をクラスAの 発行済 口数で￨'余 した数値 は
「 13」 となる。
く

6。

2010年

6月 の賃貸事業収益 は、建物賃料収入が約 1億 2297万 円、

そ の他 の事業収入が約 596万 円の合計 1億

2894万 円である。

なお、収益源物件 は 21棟 である。
営業費用 は約 6302万 円であり、営業外 費用は約 4120万 円

(う

ち、支

払利息及び社債利息が約 3468万 円)で ある。
賃貸事業収益 か ら営業費用及び営業外費用 を控除 した金額 は約 2471万 円
であ り、 この粗利益 と仮称 される金額 の うち、 2010年 6月 の クラス Aの
粗利益 に帰属される金額約 2424万 円を、クラスAの 発行済 日数 2,

7, 349口 で除 した数値は 「9」

2010年

77

となる。

6月 は、 2010年 4月 及び 5月 と同様に レジ ッ トフ ァン ドが貸

し付けを行 って いた融資先 にお いて貸倒損失が発生 し、融資関連収益が 10

86万 円もあったにもかかわ らず損失 と相殺勘定 したため、大幅 に収益が減
少 した。 この特殊要因 を除 くと、粗利益は約 3558万 円とな り、クラスA
の粗利益 に帰属 される金額約 3490万 円を、クラスAの 発行済 回数で除し
た数値 は 「 13」 となる。
4
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7.2010年

#

7月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1イ l:12103万 円、

そ の他 の事業収入が約 1696万 円の合計 1億

3799万 円である。

なお、収益源物件は 21棟 で ある。
営業費用 は約 5829万 円で あ り、営業外費用 は約 4211万 円

(う

ち、支

払利息及び社債利息が約 3619万 円)で ある。
賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用を控除 した0額 は約 3759万 円
で あ り、この粗利益 と仮称 される金額のうち、 2010年 7月 の クラスAの
粗利益 に帰属 され る金額約 3686万 円を、クラスAの 発行済 口数 2,

6, 199口 で除 した数値は 「13」

8.2010年

75

となる。

8月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1億

の他 の事業収入が約 1490万 円の合計 l億

959万 円、そ

2450万 円で ある。

なお、収益源物件 は 19棟 である。
営業費用は約 5210万 円であり、営業外費用 は 4128万 円

(う

ち、支払

利息及び社債利息が約 3323万 円)で ある。
賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用を控 除 した金額は約 3111万 円
で あ り、 この粗利益 と仮称 される金額 のうち、 2010年 8月 の クラスAの
粗利益 に帰属される金額約 3050万 円を、クラスAの 発行済 回数 2,

9, 074口 で除 した数値は「 11」
9。

2010年

72

となる。

9月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1億

その他の事業収入が約 1561万 円の合計 l億

0498万 円、

2059万 円で ある。

なお、収益源物件は 22棟 である。
営業費用は約 5819万 円であ り、営業外費用 は 4133万 円

(う

ち、支払

利息及び社債利息が約 3562万 円)で ある。
賃貸事業収益か ら営業費用及 び営業外費用を控除 した金額は約 2106万 円
であ り、この粗利益 と仮称 される金額 のうち、 2010年 9月 の クラスAの
粗利益に帰属 される金額約 1903万 円を、クラス Aの 発行済 日数 2,

5, 383口 で除 した数値は 「7」

2010年

71

となる。

9月 よ り、クラス Cが 設定 され、約 6億 円の資金が ファン ドに流

入 したことによ り、クラス Aの 粗利益に帰属する割合が約 8パ ーセ ン ト減少
し、粗利益 の金額が 減少 した。
5
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なお、クラス Cの 設定によ り得 られた資金は、買戻請求 に対応す るための資
金 として支出されて いるた め、賃料収入が増加する要因とはな っていな い。

10.2010年 10月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1億 0298万
円、その他の事業収入が約 1772万 円の合計 1億 2070万 円である。
なお、収橋源物件は 21棟 で ある.
営業費用は約 6251万 円で あ り、営業外費用 は 3984万 円
利息及び社債利息が約 3225万 円)で ある。

(う

ち、支払

賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外 費用 を控除 した金額は約 1834万 円
であ り、 この粗利益 と仮称される金額 の うち、 2010年 10月 の クラスA
の粗利益 に帰属 される金額約 1654万 円を、クラス Aの 発行済 口数 2,

7

04, 175口 で除 した数値は 「6」 となる。
2010年 10月 は、一物件 にお いて、テナン ト募集に伴 い仲介業者に支払
う手数料および原状 回復費用 として 632万 円の支出が あ り、この特殊要因
を除 くと、粗利益は約 2466万 円であ り、クラスAの 粗利益 に帰属される
金額約 2224万 円を、クラスAの 発行済口数で した数値は 「 8」 とな
liな

る。

11.2010年 11月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1億 0039万
円、その他 の事業収入が約 1585万 円の合計 1億 1624万 円である。
なお、収益源物件は 19棟 である。
営業費用は約 5529万 円であ り、営業外費用は 3558万 円
利息及び社債利息が約 3067万 円)で ある。

(う

ち、支払

賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用 を控除 した金額は約 2536万 円
であ り、 この粗利益 と仮称される金額の うち、2010年 11月 のクラスA
の粗利益 に帰属され る金額約 2287万 円を、クラス Aの 発行済 回数 2,

6

85, 170口 で除 した数値は 「8」 となる。
12.2010年 12月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1億 0149万
円、その他の事業収入が約 1680万 円の合計 1億 1829万 円である。
なお、収益源物件は 19棟 である。
営業費用 は約 5835万 円であり、営業外費用は 3957万 円
利息及び社債利息が約 3249万 円)で ある。
6

(う

ち、支払
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賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用を控￨'余 した金額 は約 2036万 円
・であ り、この粗利益 と仮称される金額のうち、 2010年 12月 のクラスA
の粗利益 に帰属 され る金額約 1811万 円を、クラスAの 発行済 回数 2,

71, 942口 で除 した数値は「 7」

13.2011年

6

となる。

1月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 9868万 円、そ

の他 の事業収入が約 1658万 円の合計 1億

1526万 円である。

なお、収益源物件は 19棟 である。
営業 費用 は約 5266万 円であ り、営業外費用は 3756万 円

(う

ち、支払

利息及 び社債利息が約 3170万 円)で ある。
賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用を控除 した金額は約 2503万 円
で あ り、この粗利益 と仮称 される金額のうち、 2011年 1月 のクラスAの
粗利益に帰属 され る金額約 2222万 円を、 クラス Aの 発行済 回数 2,

3, 426口 で除 した数値は 「8」

14.2011年

65

となる。

2月 の賃貸事業収益は、建物賃料収入が約 1イiま 0117万

円、その他の事業収入が約 1492万 円の合計 1億

1609万 円である。

なお、収益源物件 は 18棟 である。
営業費用は約 4868万 円であり、営業外費用 は 3189万 円

(う

ち、支払

利息及び社債利息が約 2862万 円)で ある。
賃貸事業収益か ら営業費用及び営業外費用を控除 した金額は約 3551万 円
で あ り、この粗利益 と仮称 される金額のうち、 2011年 2月 の クラスAの
粗利益に帰属 される金額約 3102万 円を、クラスAの 発行済 口数 2,

1, 271口 で除 した数値は 「12」

2011年

64

となる。

2月 の暦 日数 は 28日 である.収 益的には他の月と同 レベルであ

るが、借入金 の支払利息 の計算は、暦 日数で行 うため、前月の 1月 と比較す
ると、約 1割 、金額 にして約 3百 万円程度営業外費用が減少することとな
り、 これによ り粗利益が増加 して いる。

以上

7

3//

8

