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定期建物賃貸借契約の再契約に関するお知らせ 

 

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、株式会

社ホテルマネージメントジャパン（以下｢ＨＭＪ｣といいます。）との間で締結している平成 24 年２

月 14 日で期間満了となる定期建物賃貸借契約（以下「現賃貸借契約」といいます。）を期中での契

約条件の変更による不都合を避けるため、平成 23 年８月 31 日に終了させ、ＨＭＪとの間で同年９

月 1 日より適用される新たな定期建物賃貸借契約（以下「新賃貸借契約」といいます。）を再契約

することを決定しましたので、その概要及び関連する事項を下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 
 
１．趣旨 

 

本投資法人は、対象運用資産であるホテルの収益力を本投資法人の利益・分配金に反映させる

ことを意図し、変動賃料を導入したユニークな商品特性をもった J-REIT です。ホテル運営を営

む賃借人が高収益を上げている時は、その利益を不動産所有者である本投資法人に還元し、反対

に、賃借人の収益が悪化している場合には、その賃料支払能力を超える賃料支払いを抑制しなが

ら、中長期にわたる成長と安定を図ることを企図しています。  

 この商品特性を作り出すために、ＨＭＪとの現賃貸借契約に基づき、固定賃料と変動賃料を組

み合わせた仕組みを、ＨＭＪに賃貸する５つのホテル（以下｢ＨＭＪ５ホテル｣といいます。なお、

該当ホテルについては、注１を参照ください。）に適用しています。 

 

今回の再契約に際し、本投資法人のもつ商品特性を維持するとともに、現賃貸借契約における

「再契約の協議においては、賃料その他の経済的条件を含め、実質的に同一条件を基本として協

議する」旨の合意をもとに、ＨＭＪとの協議を行い、以下のとおり契約内容を決定しました。 

 

２．主要な変更点 

 

今回の再契約による主な変更点は、下記のとおり「変動賃料の算出方法」と「契約期間」の２

点になります。なお、ＨＭＪ５ホテルから収受する固定賃料の総額、預かり敷金の額、設備投資・

修繕の賃借人との負担区分等については変更ありません。 

 

（１） 変動賃料 

 

①  変動賃料の算出方法 
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新賃貸借契約における変動賃料（以下「新変動賃料」といいます。）は、下記の算式の

とおり、年間のＨＭＪ５ホテル合計のＧＯＰ（注２）に基づいて算出されます。また、

新変動賃料は、現賃貸借契約により算出される変動賃料（以下「現変動賃料」といいま

す。現変動賃料の概要は注３を参照ください。）と大きな差異は生じない見込みです。 

 

年間変動賃料＝ 

[年間ＨＭＪ５ホテル合計ＧＯＰ ― ＧＯＰ基準点（3,351 百万円）] Ｘ 81.5％ 

 

なお、上記ＧＯＰ基準額は、新賃貸借契約の契約期間を通じて変更することは想定し

ておりません。 

 

② 変動賃料算出方法の変更に伴う経済的影響 

 

 ご参考ですが、過去３年におけるＨＭＪ５ホテルからの賃料総額実績と、仮に同期間

に新変動賃料を適用した場合の賃料総額との差異は、下記のとおりとなります。また詳

細については、「（別紙）新賃貸借契約を適用した場合の現賃貸借契約との賃料比較

（過去３年分）」をご確認ください。 

 

 

 新賃貸借契約 
（固定賃料と変動賃料の合計額）

現賃貸借契約 
（固定賃料と変動賃料の合計額） 

差異 

第３期(注４) 
平成 19年９月から

平成 20 年８月 
5,643 百万円 

5,552 百万円 
（変動賃料：ホテル売上 10％） 

91 百万円

第４期 
平成 20年９月から

平成 21 年８月 
4.929 百万円 

4,834 百万円 
（変動賃料：変動賃料総基準額） 

95 百万円

第５期 
平成 21年９月から

平成 22 年８月 
5,117 百万円 

5,073 百万円 
（変動賃料：変動賃料総基準額） 

44 百万円

 

（２） 契約期間 

 

新賃貸借契約の契約期間は平成23年９月1日から平成31年８月31日迄の８年間になります。 

 

 

３．変動賃料をＧＯＰに基づいて算出する理由 

 

現変動賃料は、原則として、ＨＭＪ５ホテルの売上合計に基づき算出されましたが、今回の新

変動賃料は、以下の理由からＧＯＰに基づき算出するよう変更致しました。 

 

（１）今後のホテル収益構造の変化への対応 

 

経営環境の変化に伴い、一般事業法人は売上の多寡ではなく、利益の最大化を目指す傾向

が強く、ホテル事業においてもＧＯＰへの寄与度が高い宿泊売上の構成割合が高まることが

予想されます。こうした場合においては、ＧＯＰに連動した変動賃料を導入することによ

り、今後のＨＭＪ収益向上による果実を本投資法人へより還元しやすい状況を作りだす

ことが可能になります。  
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（２）省エネ法等に対応する資本的支出 

 

省エネ法への対応は本投資法人にとって遵守すべきものであり、その際には一定の設

備投資の必要の可能性もあります。こうした設備投資がＨＭＪにおける光熱費等の削減

並びにＧＯＰの増大という結果をもたらした場合においては、省エネ対応における設備

投資について本投資法人における投資回収が可能になります。 

 

 

４．新賃貸借契約の締結に伴うリスク 

 

新賃貸借契約を締結した場合においても、本投資法人の投資リスク（注５）の変更は生

じないものと考えております。 

現変動賃料においても、ＨＭＪ５ホテルの収益が悪化した場合には、ＨＭＪ５ホテルの

ＧＯＰに連動して賃料が決定されることになっており、従前の投資リスクについてもこの

点を考慮に入れて記載されております。 

 

 

５．利害関係人等との取引 

 

本取引（ＨＭＪとの新賃貸借契約の再契約）は、資産運用会社の利害関係人等との取引

に該当しますが、契約及びその他の条件に関して、投信法、本投資法人の規約並びに資産

運用会社の定める利害関係人取引の自主ルールに従い、外部専門家が出席するコンプライ

アンス委員会及び本投資法人の役員会における承認等の適正な手続きを経ております。 

 

６．その他 

 

本投資法人は、その資産運用に関して、保有ホテルの運営状況及び経営環境等を総合的

に検討した結果、平成22年７月23日付の｢運営委託方式による資産運用に関する補足説明｣

で公表した運営委託方式をＨＭＪ５ホテルへの適用をせず、上記の賃貸借方式を適用する

ことに決定しました。 

 

 

 

 

(参考情報) 新賃貸借契約の条件の概要 

 

 新賃貸借契約の主要な条件の概要及び現賃貸借契約との比較は、下記のとおりです。 

 

 新賃貸借契約 現賃貸借契約 

賃貸人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社ホテルマネージメントジャパン 

物件名称 

 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

オリエンタルホテル東京ベイ 

なんばオリエンタルホテル 

ホテル日航アリビラ 

オリエンタルホテル広島 

契約形態 定期建物賃貸借契約 

契約期間 

 

平成 23 年９月 1 日から平成 31 年

８月 31 日までの８年間 

平成 18年２月 15日から平成 24年

２月 14 日までの６年間 

固定賃料 年間 3,221 百万円（現行より総額変更なし） 
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 新賃貸借契約 現賃貸借契約 

変動賃料 変動賃料は、５ホテル合計のＧＯＰ額

が、ＧＯＰ基準点（年間 3,351 百万円

と設定）を超えた場合に、その超えた

額に、81.5％を乗じた数値となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変動賃料は、ホテルの売上が、①ス

テップアップ売上高基準点までの

金額に対して 10％、②ステップア

ップ売上高基準点を超える金額に

対してオリエンタルホテル広島を

除く４ホテルについては 30％、オ

リエンタルホテル広島は 40％を乗

じた数値となります。 

 

ただし、①と②の合計額（変動賃料

総合計）がＨＭＪの営む事業に係る

ＧＯＰから固定賃料及び運営支援

会社に対する報酬控除後の金額（修

正ＧＯＰ）の 90％相当額（変動賃

料総基準額）を超える場合は、当該

変動賃料総基準額が限度となりま

す。 

敷金 2,011 百万円（現行より変更なし） 

賃料支払い

条件 

「仮払変動賃料」： 
第 1、2、3 四半期終了後 2 ヶ月 15 営

業日以内（1、4、7 月） 
 
「最終変動賃料」： 
営業期間終了後2ヶ月15営業日以内 

「仮払変動賃料」： 
第 1、2、3 四半期終了後 2 ヶ月以内

（1、4、7 月） 
 
「最終変動賃料」： 
営業期間終了後 2 ヶ月以内 

賃料改訂 一定の重大な事由がある場合を除

き、賃料の改定は行わないものと

し、借地借家法第 32 条（賃料減額

請求権）の適用はありません。 

 

主な賃料の改定事由は、上半期も

しくは下半期において、当該期間

の固定賃料が、当該期間に係る減

価償却前営業利益（賃料控除前）

を上回った場合。 

 

現賃貸借契約の変動賃料総基準額

による改訂事由は削除されており

ます。 

一定の重大な事由がある場合を除

き、賃料の改定は行わないものと

し、借地借家法第 32 条（賃料減額

請求権）の適用はありません。 

 

主な賃料の改定事由は次のとおり

です。①上半期もしくは下半期に

おいて、当該期間の固定賃料が、

当該期間に係る減価償却前営業利

益（賃料控除前）を上回った場合、

②連続する２営業期間において、

当該営業期間の変動賃料合計額が

変動賃料総基準額を上回った場

合。 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

（注１） ＨＭＪに賃貸する５ホテルは、神戸メリケンパークオリエンタルホテル・オリ

エンタルホテル東京ベイ・なんばオリエンタルホテル・ホテル日航アリビラ・

オリエンタルホテル広島となります。 

（注２） 売上高営業粗利益（Gross Operating Profit）をいい、ホテルの運営能力に関

する代表的な経営指標です。ホテル売上高から、次の営業費用（但し、各物件

の営業に関して直接発生したものに限ります。）を控除した残額をいいます。 

①売上原価、②ホテル従業員の人件費・福利厚生費、③備品費、④営業部門に係る費

用（外部委託費用、各種手数料等を含みます。）、⑤一般管理費、⑥販売促進・広告宣

伝費、⑦修繕維持費（施設保守・管理費用を含みます。）、⑧水道光熱費、⑨運営管理

に関する保険料、⑩ホテル運営管理に関する公租公課（印紙税等）、⑪ホテル売上債権
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に係わる貸倒引当金並びに貸倒損失、⑫その他ホテル運営管理に関する直接経費） 

（注３） 本投資法人がＨＭＪから収受する現変動賃料については、原則、変動賃料導入

５ホテルの売上の 10％（ホテルの売上が一定金額を超えた場合には、その超え

た部分については売上の 30％もしくは 40％）を受け取ることになっています。

しかしながら、変動賃料導入５ホテルの収益力悪化により、ＨＭＪの変動賃料

の支払いがその支払能力を超えることを回避し、スキーム全体の安定感を図る

ため、「変動賃料総基準額」を変動賃料の支払いの上限とする賃料体系になって

おります。変動賃料総基準額は、変動賃料導入５ホテルのＧＯＰから、変動賃

料導入５ホテルの固定家賃及びホテル運営支援会社に対する報酬控除後の金額

の 90％相当額で計算されます。 

（注４） 本投資法人の第３期におけるオリエンタルホテル広島の保有期間は 11 ケ月です

が、比較分析のため 12 カ月分の数字を使用しており、未監査の数字となってお

ります。 

（注５） 主要な当該リスクは、第 5 期有価証券報告書の【投資リスク】②本投資法人の

仕組み及び関係者への依存に関するリスク(a)ホテルの賃貸借契約に関するリ

スク、及び③本投資法人の投資対象であるホテル関するリスクに記載されてお

ります。 

 

 

 

以上 

 

 

＊本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通省記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.jhrth.com/ 
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（別紙）新賃貸借契約を適用した場合の現賃貸借契約との賃料比較（過去３年分） 

    

 

営業実績

① ②

第３期 23,312       6,323         

第４期 21,923       5,447         

第５期 21,431       5,678         

）新賃貸借契約
ＧＯＰ基準額 変動賃料 固定賃料 賃料合計

③ ④=（②－③）X 81.5% ⑤ ④＋⑤

第３期 3,351        2,423         3,221         5,643        

第４期 3,351        1,708         3,221         4,929        

第５期 3,351        1,897         3,221         5,117        

）現賃貸借契約
売上連動 変動賃料総基準額 変動賃料 固定賃料 賃料合計

⑥= ①x 10% ⑦(注1） ⑧＝⑥か⑦いずれか小さい方 ⑨ ⑧＋⑨

第３期 2,331        2,350         2,331         3,221        5,552       

第４期 2,192        1,613         1,613         3,221        4,834       

第５期 2,143        1,852         1,852         3,221        5,073       

（注1）変動賃料総基準額は、変動賃料導入５ホテルのＧＯＰから、変動賃料導入５ホテルの固定賃料及びホテル運 
       営支援会社に対する報酬控除後の金額の90％相当額で計算されます。

ホテル売上 ホテルＧＯＰ


