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株式会社シーアールイー（3458） 

開催日：2022年 7月 23日（土） 

場 所：シティプラザ大阪 2階 『旬の間』（大阪市中央区） 

説明者：代表取締役社長  亀山 忠秀 氏 

 

1．CREについて 

・ 当社は 2009 年 12月に設立した、まだ若い会社です。2015年に上場し、2022年 4月から

はプライム市場に移行しました。 

・ CREは唯一の物流不動産専業の上場会社です。物流不動産とは、倉庫や配送センターな

ど、物流会社が利用する不動産の総称になります。現在、物流に対する需要が非常に旺

盛であり、店舗で商品を買う代わりにネットで注文して、倉庫から商品が運ばれてくる

時代です。皆さまは間接的にインターネット通販を利用して、倉庫のユーザーとなって

います。その物流を側面で支えているのが物流不動産であり、物流不動産を手掛ける会

社は数多くありますが、CREのみが物流不動産を専業とする上場会社として事業を展開

しています。 

・ 事業内容は、物流不動産に関するワンストップサービスを提供しています。倉庫に関す

る全ての不動産サービスの提供体制で、倉庫の建築、管理、不動産ファンドの組成とい

った一連のサービス領域を事業領域としています。 

・ 倉庫ファンドの組成は金融業の領域となります。当社で作った中型、大型倉庫を外部に

売却するのではなく、CREロジスティクスファンド投資法人など、CREグループがアセ

ットマネジメントを手掛けるファンドに売却し、継続的にその不動産と付き合います。

アセットマネジメント事業では、不動産を管理することによって、収入を継続的に上げ

ることができます。 

・ 当社の事業セグメントの構成として、倉庫の建築が「物流投資セグメント」、倉庫の管理

が「不動産管理セグメント」、倉庫ファンドの組成が「アセットマネジメントセグメント」

になります。 

・ 不動産管理セグメントは、主に個人オーナーが保有する小型倉庫を当社が借り上げて展

開するマスターリース事業や、業務委託の形で倉庫管理を受託するプロパティマネジメ

ント事業、空いてしまった倉庫に新たなお客さまを誘致するリーシング事業で構成され

ています。 

・ セグメントの利益構成は、昨年度の公表数値において、不動産管理事業は利益全体の 29％、

アセットマネジメント事業は 8％、物流投資事業は 63％となっています。 

・ 不動産管理事業とアセットマネジメント事業は、継続的に収益を積み上げることができ

る累積型の事業であり、当社では「ストックビジネス」と呼んでいます。物流投資事業

については、倉庫を開発し、売却して利益を得る事業のため、「フロービジネス」と呼ん
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でいます。フローとストックの現在の割合は６対４となっており、4 割のストックビジ

ネスで当社のコストが全てカバーできる体制を既に構築できています。 

・ ストックビジネスは累積型で安定的に成長する事業である一方、フロービジネスの物流

投資事業は、物件の規模や売却時期などによって利益が変動する特色を持ちます。しか

し、CREグループは会社運営コストである販管費をストックビジネスの収益で全てカバ

ーできており、この体制は上場以来一貫して継続しています。 

・ 昨今は倉庫の開発が非常に盛んなため、当社は物流不動産のデベロッパーとして見られ

ることが多いのですが、元々のベースは不動産管理事業です。不動産管理における管理

面積は、倉庫の管理会社の中で業界第 3位の面積となっています。 

 

2．業績予想 

・ 新型コロナウイルスの影響、ウクライナの情勢不安、これらの要因から派生するインフ

レの懸念など、不確定要素の多い世界情勢と日本の状況ですが、私どもの主戦場である

国内の物流不動産の需要は、賃貸市場および売買市場ともに好調です。当社の調べでは、

首都圏の大型倉庫の空室率は 3 月末時点で 2％を維持しています。物流不動産の売買価

格も足元、依然として堅調です。 

・ 好調な市場を受け、当社の業績も好調です。今期の予想として、第 1四半期に続き、第

2四半期でも通期の業績予想を上方修正しました。営業利益は期初計画 86億円を大きく

上回る 93 億円に、当期純利益は 56 億円に業績予想を修正しています。また、3 つのセ

グメント全てにおいて、期初の予想を上回っています。 

・ また、当社は今期から事業指標を「事業利益」としています。事業利益は、営業利益に

グループ会社からの収益などを加算した、CREグループ全体での「稼ぐ力」の指標です。 

 

3．市場環境と成長イメージ 

・ 好調な市場および市場の成長には、旺盛な需要が必要です。当社においては、倉庫を利

用する方がたくさん必要となりますが、現在、物流不動産には旺盛な需要があります。 

・ 需要が増えている要因として、まず、インターネット通販市場である EC 市場の成長が

挙げられます。次に、物流会社の市場である 3PL 市場も成長しています。 

・ また、従来は物を保管する機能の提供が倉庫のメインでしたが、現在はそれに加えて倉

庫内の作業が多くなってきています。インターネットで購入すると、小さな箱に入って

商品が送られてきますが、これは「物流加工業務」として、棚から物をピックアップし、

梱包してラベルを貼って送り出すという作業が倉庫内で行われています。これらの作業

を行うために、たくさんの方々が倉庫の中で働いており、現在、より働きやすい環境が

倉庫にも求められています。 

・ その他、高度成長期やバブル期に作られた倉庫が築 30 年、50 年となり、建て替え需要

が出てきています。これらの影響によって、現在、倉庫の需要が旺盛です。 
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・ 中でも、EC市場は特に成長が著しい状況であり、宅配便取り扱い個数は右肩上がりで増

えています。新型コロナウイルスの影響によって、人の動きが止まった代わりに物が動

くようになり、1 年間で 5 億個の宅配便が増え、2020 年では 48 億個の宅配便が日本中

で利用されました。宅配便の数以上にメール便も利用されているため、1億 2000万人の

日本の人口を考えると、宅配便等を平均すると週に 1回以上使用している状況です。既

に宅配便は非常に重要なインフラとなっており、近い将来、宅配便取り扱い個数は 60億

個になると見ている専門家もいます。 

・ 現在の EC市場の規模は 19兆円まで成長しています。スーパーマーケットの市場規模は

約 13 兆円、コンビニエンスストアは約 10 兆円であり、既に EC 市場はそれを上回る市

場規模となっています。ステイホームの影響と考えられますが、2020年は物販が単年で

20％を超えるという非常に大きな伸びがありました。 

・ 既に大きな日本の EC 市場ですが、日本の EC 化率は 8.1％であり、アメリカの 14.0％、

イギリスの 27.9％と比べてもまだ劣っています。そのため、まだ EC 市場には成長余地

があると当社は考えています。 

・ EC 事業者は通常の倉庫利用者と比べ、1 契約あたり約 40％も多くの面積を利用すると

いうデータもあります。EC事業者は倉庫の中で単に物を置くだけではなく、物流加工を

行います。また、最近ではホームページ用の撮影や、商品のパッケージといったさまざ

まな作業を行っているため、多くの面積が必要になっていると考えます。 

・ このように、宅配便の増加、EC市場の拡大によって、必要な賃貸面積も大きくなってい

ます。EC市場だけを見ても倉庫の需要が大きくなっていますが、これに加えて、建て替

え需要も今後発生すると想定されています。そのため、倉庫への需要は長期的に拡大傾

向が続くと考えており、当社は今後も物流不動産に特化して事業を展開していきます。 

 

4．5年後の姿 

・ 2026年 7月期を最終年度とする 5年の中期経営計画を今期に策定しました。5年後の姿

として、物流不動産のリーディングカンパニーとなり、フロービジネスで得られた利益

の再投資によって事業を拡大し、アセットマネジメント事業でのファンド運用資産残高

である AUM および不動産の管理面積を積み上げ、コアストックを底上げしていきたい

と考えています。 

・ 一番の目標は事業利益です。前期 2021年 7月期は 62億円でしたが、2026年 7月期には

120 億円を目指しています。今期の業績予想の修正による目標は 104 億円ですので、こ

の 4年間で 120億円を達成させたいと考えています。 

 

5．各事業の今 

・ ストックビジネスである不動産管理事業の中核はマスターリース事業になります。主に

個人のオーナーから小型の倉庫を一括で借り上げ、当社で展開する事業です。現在、倉
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庫の稼働率は 99％と非常に高くなっており、ほぼ空きがない状況です。開発事業やアセ

ットマネジメント事業で手掛ける倉庫は数千坪から数万坪の非常に大きな面積である

のに対し、マスターリース事業は平均 360坪になります。大きな倉庫だけではなく、実

は小型倉庫においても需要が非常に高く、逼迫している状況です。 

・ また、当社の管理面積は約 181 万坪で、これは京セラドーム大阪 180個分に当たる規模

になります。物件数は小型の管理が非常に多いため、1,599 棟というおそらく日本最大級

の倉庫の管理棟数を有します。この豊富な管理基盤を基に、開発事業やアセットマネジ

メント事業を推進していきます。 

・ 次に、アセットマネジメント事業は不動産ファンドの運営事業です。ファンドの運用資

産残高は前期比プラス 320 億円で、現在 2,320 億円まで積み上がっています。開発事業

では今後 5 年間で 2,000 億円超を開発したいと思っていますが、開発によって作った倉

庫の多くをアセットマネジメント事業に組み入れ、5 年後はアセットマネジメント事業

の運用資産残高を 4,500億円まで拡大させたいと考えています。 

・ 財務規律については、一般的に不動産会社は自己資本比率を利用することが多いですが、

当社は「NET D/Eレシオ」を利用しています。これは借入金と自己資本のバランスを示

しており、自己資本に対して借入金の上限を 2.5 倍までとして、それ以上は膨らませな

いという規律です。現在、当社は 0.4 倍という非常に小さい借入比率になっており、ま

だ財務体力があると考えています。今後は積極的に財務レバレッジを効かせ、開発事業

を伸ばしていきます。 

・ 次に、物流投資事業については、5年間の中期経営計画において 2,000億円以上の倉庫開

発を行っていきたいと考えています。実際に、当社が手掛けている「未公表かつ契約締

結済」の開発案件だけで、既に 2,000億円に肉薄しています。また、「契約締結済」に関

しては、具体的な名前やスケジュールを既に公表しています。 

・ 7月 22日にリリースしましたが、京都府京田辺市にて大型プロジェクトがスタートしま

した。本日の資料には含まれていませんが、本決算を公表する 9月には、開発状況がよ

り分かりやすい資料にアップデートします。また、7月 22日にロジスクエア狭山日高の

20％の持ち分を決済しました。今期に売却予定であるロジスクエア大阪交野、三芳Ⅱ、

狭山日高の 3つの物件に関しては、既に全て売却が完了しています。 

・ パイプラインのエリア展開の特徴として、当社は日本全国に満遍なく開発投資をしてい

ます。首都圏よりも、関西圏で手掛けている開発が若干多い状況です。 

・ 3 つの事業における収益の積み上げイメージは、ベースとして不動産管理事業でしっか

りと稼ぎ、その上にアセットマネジメント事業の収益があります。これら 2つの事業は

ストックビジネスのため、累積型で安定的に収益を積み上げます。そして、その上に物

流投資事業の売却益が加算され、売却する物件の規模、時期等によって波が多少出てく

るフロービジネスとなります。 

・ 今後は、物流投資事業で作った倉庫をアセットマネジメント事業に展開していくことに
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よって、アセットマネジメント事業の成長を高めていきたいと思います。それと同時に、

物流投資事業に関しても波を抑えていきたいと考えています。 

 

6．将来の成長のために 

・ 将来に向けて、新領域として海外事業と新規事業を展開しています。海外事業について

はエリア展開が目的です。物流不動産に対するニーズは非常に高いものの、2050年まで

のロングスパンで見た際、どうしても今後は日本の人口が減少していくため、今から将

来に向けた施策を少しずつ打っていく必要があり、当社は長い将来を見てエリア展開を

行っています。主にベトナム、タイ、インドネシアに展開しており、ベトナムとインド

ネシアでは有力なパートナーとチームアップして倉庫開発に着手しています。 

・ また、当社は倉庫というハードウエアの提供を行う会社です。しかし、物流会社にとっ

ては、倉庫は必要な機能のうちの一つです。ハードウエアだけではなく、倉庫の中で使

用する機器やシステム、トラックなど、物流会社がサービスを構築するためにはいろい

ろなものが必要になります。それらを当社でも少しずつ提供していき、それによって当

社の利用価値を高めていきたいと考え、新しいサービスを提供するためのパートナー群

を構築しています。これは当社の差別化戦略であり、倉庫プラスアルファの利用価値を

提供していくために、さまざまな企業とチームアップして、いろいろなサービスを展開

していきます。 

・ 次に、持続可能な社会への取り組みについてです。CRE グループはプライム市場上場の

企業として、しっかりと社会的責任を果たしていきたいと考えています。物流投資事業

で開発するロジスクエアブランドの倉庫に関しては、今後 100％再生エネルギーの提供

を目指します。具体的には、CREグループの株式会社エンバイオ・ホールディングスと

の合弁会社である株式会社エンバイオ C・エナジーにて、100％グリーンエネルギーを提

供していきたいと考えています。 

・ また、当社のグループ会社である CREリートアドバイザーズ株式会社が運営する、CRE

ロジスティクスファンド投資法人では、環境に対する認証である GRESB のリアルエス

テイト評価において「3 stars」を取っています。「5 stars」が最も高い評価になるため、今

後少しずつ星を積み上げいきたいと思います。さらに、TCFD による提言への賛同も表

明しており、今後は TCFD提言に基づく情報提供を予定しています。 

 

7．株主還元 

・ 当社は安定的な収益源であるストックビジネスと、不動産開発の売却によって得られる

フロービジネス収益という、2 つの大きな収入の括りがありますが、ストックビジネス

から得られる収益については原則、配当原資としています。当期純利益の中において、

ストックビジネスによる利益のうち 50％を目安に配当していきたいと考えています。 

・ フロービジネスから得られる収益については、原則として再投資になります。新たな物
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流施設の開発、戦略的 M&A、管理会社への投資、新領域への投資などに充てたいと考え

ています。この配当に関するポリシーは従来から変わりません。 

・ ストックとフローの収益バランスは期によって変わるため、配当性向も期によって変わ

りますが、安定的な配当増が株主の利益につながると考え、当社では増配を継続してい

ます。今期は昨年比で 1円の増配、割合では 4.3％増を目指しており、これはおおむねス

トックビジネスで得られた収益の 50％程度となっています。 

・ 株主優待の制度としては、年間 1,500円の QUOカードを提供しています。 

 

8．おわりに 

・ 当社は物流不動産に特化した唯一の上場会社であり、比較する会社が少ないため、当社

の事業内容をなかなか理解しづらいかもしれません。しかし、現在、インターネット通

販等を通じて、倉庫がさらに必要になってきていることは感じられると思います。その

倉庫を提供し、開発、管理、アセットマネジメントの側面で支えている会社が CREグル

ープです。 

・ 今後も物流に対する需要は継続的に拡大すると考えているため、引き続き物流不動産に

特化して事業を展開していきたいと思います。 

 

9．質疑応答 

Q1. 社歴を振り返り、大きな転換点となった出来事や決断があれば教えてください。 

A1. 会社の設立は 2009年 12月ですが、実際に事業を開始したのは 2010 年 8月でした。当

初は倉庫の管理だけを行っていましたが、その後に 2つの決断がありました。一つは開

発事業を決断したとき、もう一つは、アセットマネジメントの企業を買収したときです。

せっかく作った倉庫を外部に売却してしまうだけでは、倉庫と長く付き合うことがで

きません。いかに長く付き合って収益を獲得するかを考えたとき、やはり金融に出る必

要があると考え、2014 年にアセットマネジメントの企業を買収しました。これらが大

きな転換点となり、今なお開発事業とアセットマネジメント事業は当社の事業基盤と

なっています。 

 

Q2. 安定成長ができる事業のようですが、リスク要因は何でしょうか。 

A2. 不動産管理事業とアセットマネジメント事業は比較的固い事業ですが、物流投資事業

については、土地を購入して倉庫を作り、テナントを誘致して売却するデベロップメン

ト事業のため、リスクが比較的大きくなります。当社は、お客さまの誘致をしっかりと

行うことによって、開発リスクが抑えられると考えています。当社はお客さまを誘致す

る部隊が約 30名おり、数多くの倉庫のデベロッパーの中で、社内で仲介会社のような

メンバーを持つ会社は少ないと思っています。しっかりとしたチームを作ることによ

って、開発リスクを小さくしていきたいと考えています。 
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Q3. どの企業も人材の確保・育成を大きな課題としていますが、貴社ではどのような取り組

みを行っていますか。また、どのような人材を求めていますか。 

A3. 現在、新卒の方への教育や、40 代・50 代の社員へのリカレント再教育といったプログ

ラムを作っています。長く成長して付加価値を身に着け、より会社に貢献・寄与しても

らい、それによって多くの報酬を払いたいという思いがあるため、若手層、ミドル層、

ベテラン層に対する教育プログラムをしっかりと作ることで全体の底上げを図ってい

ます。また、求める人材として、私は「可能性を広げられる人になってほしい」と社員

に言い続けています。自分の可能性を広げていき、自分を表現する場が CRE グループ

であるような人材になってほしいと思っています。 

 

Q4. 海外展開の見通しについて、もう少し教えてください。 

A4. 海外についてはロングスパンでの投資を考えています。現在、日本において 180 万坪、

約 1,600棟の倉庫を管理していますが、同規模を短期間で海外に作ることは難しいため、

一棟ずつやっていきたいと考えています。海外展開の中でも、現在はベトナムとインド

ネシアに注力しています。やはり単独での海外進出には限りがあるため、現地に精通し、

より投資に詳しい人をパートナーに迎えたいと考えています。例えばベトナムでは、シ

ンガポールの政府系企業である Sembcorp Development Ltd と、大阪の阪急阪神不動産株

式会社とタッグを組んで開発を進めています。3社が集まることによって、それぞれの

知見が集約され、当社は倉庫の作り方やお客さまの誘致等において協力できると思い

ます。海外は日本に比べてリスクが高くなるため、リスクをコントロールしながら展開

していきたいと考えています。 

 

Q5. 全国的に地価が上昇していますが、土地の仕入れ状況を教えてください。また、仕入れ

価格高騰による売り上げへの影響はありますか。 

A5. 物流不動産である倉庫は元々マイナーな投資対象でしたが、2011 年頃から徐々に注目

を浴び始めました。そして、コロナ禍によって商業施設やオフィスに対する投資が控え

られたことから、倉庫の投資への参入が増加し、現在、倉庫の土地価格が非常に高くな

っています。加えて、資源価格の高騰等によって建築費も上がっており、開発コストが

非常に高い状況です。当社は、5年間の中期経営計画において 2,000億円の開発を打ち

出していますが、「未公表かつ契約締結済」のものは既に土地の手当てが終わっており、

2,000 億円のパイプラインに対してもほぼ既に仕入れができているため、この 5年間は

土地の価格高騰による影響を比較的受けづらい状況です。その次に対する投資につい

ては、競争入札に極力参加せず、当社の強みである土地を作り出すところから一緒に行

っていきます。時間はかかりますが、じっくりと土地を仕入れ、価格を比較的抑えてい

きたいと考えています。 
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以上 


