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SGアセットマックス株式会社

お客様本位の業務運営に関する方針 取組状況
No

（2019年3月25日策定、2022年6月20日最終改定 
注

　　　　　[注] 改定箇所を、青太文字下線で表記しています。

[注] 本「取組状況」の記載は、すべて次の「対象期間」に関する内容です。
　
◎対象期間
　 2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日、以下「当年度」といいます。）

◎成果指標（自主的KPI、項目を【　】表示）
　 ・当年度実績の横に、2020年度（以下「前年度」といいます。）実績を表記しています。
　　 例： ○件（←●件）
　 ・また、実績の変動要因や取組に関する特記事項等を、 「⇒」の後に記載しています。

◎総括
　・取組状況
　　コロナ禍が続く中でしたが、本投資法人・受託運用ファンドにおいては安定運用を継続し、
　　収益に大きな影響もありませんでした。一方、当社の業務運営やお客様への情報提供に
　　リモート手段を用いる等の工夫も定着し、移動時間の節約等の効果も見られました。
　　これらにより、以下のとおり本方針に基づき、様々な業務をお客様本位で適切に遂行して
　　いることを確認しました。
　・本方針の見直し
　　以下に記載の当年度中の当社取組状況に加え、同年度と2022年5月末までに金融庁の
　　ウェブサイトで公表されたFD原則関連情報等も踏まえて見直し要否を検討しました。
　　その結果、文意をより明確化するための文言整備を行いました。
　　具体的には、左記の本方針1(1)及び[注]の青文字太下線箇所のとおりです。

お客様本位の業務運営に関する方針と取組状況

お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
（１）方針の策定
　　ＳＧアセットマックス株式会社（以下「当社」といいます。）は、「顧客本位の業務運営に関する原則」
　　（2017年3月30日金融庁公表、その後の改訂を含みます。以下「FD原則」といいます。）を
　　すべて採択し、これを踏まえて策定した以下内容の「お客様本位の業務運営に関する方針」（以下
　　「本方針」といいます。）に基づいて業務を遂行します。

（２）お客様
　　本方針において、次の方々を「お客様」と記載しています。
　　・当社が資産運用業務を受託するＳＧＡＭ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）とその投資主様
　　・当社が投資運用業務を受託する不動産私募ファンド（以下「受託ファンド」といいます。）と受託ファンド
　　　に出資されている投資家様

（３）今後の取組状況
　　今後、年度毎に本方針の取組状況を確認し、必要に応じて本方針を見直しします。
　　また、確認した取組状況や、見直しをした本方針は、当社のホームページでの公表又は個別のお客様
　　へのお知らせにより、お伝えします。

[注] 　FD原則のうち、次の項目に対応する内容は本方針に記載しておりません。
　　 　これは、当社が金融商品取引法上の投資運用業者（専業）であり、業規制によってお客様等に対し、
　　　勧誘・販売や、「複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等」を行わないことから、
　　　該当する事項がないためです。
　　　　　　「原則5　重要な情報の分かりやすい提供」（注2）
　　　　　　「原則6　顧客にふさわしいサービスの提供」（注1）、（注2）及び（注4）

1 1．お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
本方針を実践し、取組状況の確認、必要に応じた見直し検討等による適切なPDCAサイクルを
整備するため、当社「コンプライアンス年間活動計画」中に位置付け、コンプライアンス委員会
及び取締役会にて検証等しています。
上記プロセスを経て決定した本方針の改定等の重要な事項は、左記のとおり、当社のホーム
ページでの公表又は個別のお客様へのお知らせにより、お伝えしています。

【本方針に関する当社取締役会での審議回数】
　2回（←2回）
　⇒当年度の取組状況確認、本方針の一部改定を審議・決議しました。

【本方針に関する公表・お知らせ回数】
　2回（←2回）
　⇒上記審議・決議後、当社ホームページに掲示し、お客様等にお知らせしました。

[注]　本方針の左記[注]と同様に、FD原則のうち、次の項目は業規制により当社には
　　　 該当しませんので本方針に記載しておらず、「取組状況」にも記載はありません。

　　　　　　「原則5　重要な情報の分かりやすい提供」（注2）
　　　　　　「原則6　顧客にふさわしいサービスの提供」（注1）、（注2）及び（注4）

1



お客様本位の業務運営に関する方針 取組状況
2．お客様の最善の利益の追求
お客様の最善の利益を追求するため、社外有識者も参画する三つの専門委員会（コンプライ
アンス委員会、私募リート投資委員会、私募ファンド投資委員会）を設置し、コンプライアンス、
投資判断、リスク管理面等について、多角的に検討・審議等の上、機関決定しています。

【三専門委員会の開催回数】
　26回（←26回）

【サステナビリティ協議会の開催回数】
　2回（←2回）
　⇒ 「サステナビリティ方針」（2020年4月策定）を実践するための常勤役職員による協議会を
　　　設置し、サステナビリティに対する取組状況の確認、課題共有等を進めています。

【本投資法人及び受託ファンドの環境認証取得物件数（累計）】
　・DBJ Green Building認証：9物件（←8物件）
　・CASBEE不動産評価認証：2物件（←該当なし）
　・JHEP認証：1物件（←該当なし）
　　⇒ 本投資法人物件の認証取得分のほか、新たに受託ファンド物件分も加えました。

お客様の最善の利益を追求するためには、上記のような機関決定を適切に行うことに加え、
それらの基盤となる様々な日常の業務を適切に遂行することが非常に重要です。
これを担う当社の常勤役職員に専門的資格の取得を奨励し、支援制度等を整備しています。
基準日現在の推奨資格保有者数は、次のような状況です。

【主な専門的資格の保有者数（登録者、試験合格者の合計）】
　・不動産証券化協会認定マスター　　　   6名（←5名）
　・宅地建物取引士　　　　　　　　　　　　　 15名（←14名）
　・不動産鑑定士　　　　　　　　　　　　　　　該当なし（←1名）
　・公認不動産コンサルティングマスター　 3名（←3名）
　・ビル経営管理士　　　　　　　　 　　　 　　 4名（←4名）
　・日本証券アナリスト協会検定会員　　　 2名（←2名）
　⇒ 試験合格・登録、常勤役職員の異動等による変動です。

お客様の最善の利益の追求
（１）本投資法人
　　 本投資法人については、予め定めた方針に基づき、中長期的かつ安定的な運用と分配金支払を
　　 続けることがお客様の最善の利益につながると考え、その実現に向け、誠実・公正に業務を遂行
　　 します。
　　 また、環境・社会・ガバナンス（ESG）上の課題に取り組み、社会の期待に応えて健全かつ持続的に
　　 本投資法人が成長 していくため、当社の「サステナビリティ方針 」に基づき業務を遂行します。

（２）受託ファンド
　　 受託ファンドについては、ファンドにより投資目的等も異なることから、お客様の最善の利益も多様
　　 であると考え、組成時にお客様及びその他関係者と十分な意見交換を行い、それを踏まえた上で、
　　 誠実・公正に業務を遂行します。
　　 また、環境・社会・ガバナンス（ESG）上の課題に取り組み、社会の期待に応えて健全かつ持続的に
　　 受託ファンドが成長 していくため、当社の「サステナビリティ方針 」に基づき業務を遂行します。
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お客様本位の業務運営に関する方針 取組状況
3 利益相反の適切な管理

（１）お客様と利害関係人との利益相反
　　 本投資法人や受託ファンドの安定的な運営及び持続的な成長には、当社の利害関係人との取引や
　　 適切な連携が有用である一方、利害関係人との取引価格水準等については、利益相反の可能性が
　　 生じます。
（２）お客様間の利益相反
　　 本投資法人と受託ファンドの投資対象が重なる場合等には、当社が入手する物件情報の取扱い等
　　 について、お客様間で利益相反の可能性が生じます。
（３）利益相反管理態勢
　　 お客様本位の業務運営実現のため、利益相反を適切に管理することは非常に重要であるという認識
　　 のもと、当社では次のように利益相反管理態勢を整備し、運営しています。
　　 ①利害関係人の管理
　　  　法令上の対象者に加え、より幅広い当社基準で「利害関係人」を規定し、具体的に特定して管理し
　　　　ています。
　　 ②利害関係人取引の意思決定、制限
　   　・利害関係人との間での物件売買等の重要な取引には、独立性を有するコンプライアンス・オフィサー
　　　　が事前審査の上、社外有識者も参画するコンプライアンス委員会及び私募リート投資委員会又は
　　　　私募ファンド投資委員会の審議・決議を経て、取締役会の決議を取得するなど、厳格な意思決定
　　　　フローを整備し、実践しています。
　　　 ・本投資法人が利害関係人との間で物件売買等の重要な取引を行うには、例えば鑑定評価額との
　　　　比較等、所定の基準を充足することを要する等の制限を加えています。
　　 ③本投資法人と受託ファンド
　　　　当社が入手する物件情報は、本投資法人が優先的に検討し、投資基準には合わないと判断した
　　　　場合のみ受託ファンドで検討するルールとしています。
　　　  ただし、物件売主や投資家から指定された場合等は、例外的に私募ファンドを優先して取り扱うこと
　　　　があります。

3．利益相反の適切な管理
左記方針3のとおり、物件売買等の重要な「利害関係人取引」は社外有識者（弁護士）も参画する
コンプライアンス委員会で審議しているほか、修繕工事発注等の日常的な「利害関係人取引」や、
当社が入手した物件情報の検討等においても、当社規定等に則して適切に実施しています。
これらの結果、お客様と当社の利害関係人との間、また、お客様間のいずれにおいても、利益相
反による問題はなかったと認識しています。

利害関係人の範囲について、法令は元より当社規程で独自追加している者を含め、「親法人等」
の異動（例：親会社による子会社の新設）をはじめとする事由発生の都度、具体的に特定して、
最新の状態で管理しています。

【利害関係人の範囲見直し回数】
  計9回（←計8回）
　⇒ 事由発生回数が前回比増加しました。事由の発生自体は他律的なものですが、最新状態の
　　　「利害関係人」を管理する取り組みのKPIとして設定しています。

【コンプライアンス委員会の開催回数】
  計9回（計9回）
　⇒ 同委員会では各委員の知見を活かした意見交換・審議を行っており、本方針を実践するため
　　  の当社の適切な業務運営に寄与しています。

4 手数料等の明確化
（１）当社の運用報酬
　　 お客様から当社が直接･間接に受領する運用報酬は、運用委託契約等により予め料率や計算方法等
　　 を明確に規定し、これに則って計算したものです。
（２）業務委託報酬等
　　 様々な局面で活用する外部専門家等に対する業務委託報酬等は間接的にお客様にご負担いただく
　　 ものですが、適切な料率等となるように当社にて検証の上、決定しています。

4．手数料等の明確化
お客様から当社が受領する運用報酬の金額は、左記方針4のとおり予め定められた方法に基づき
計算したもので、本投資法人分は投資主のみなさまにお届けする資産運用報告（本投資法人サイ
トにも掲載）や、増資時に証券会社が用いる「商品内容説明書」等にてお知らせしています。
受託ファンドのAM報酬は、個別に締結したアセットマネジメント契約に基づき計算し、受領したもの
で、投資家のみなさまにお届けする報告書にてお知らせしています。

[注] 上記のとおり手数料等の重要な内容について直接お客様にお知らせしておりますので、
　　　本項目のKPIは設定していません。
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お客様本位の業務運営に関する方針 取組状況
5 重要な情報のわかりやすい提供

（１）当社が想定するお客様
　　 当社が組成・運用する金融商品に投資していただくお客様として、金融・資本市場、不動産市場に関
　　 する十分な知識・経験をお持ちの法人（金融商品取引法上の特定投資家）の方々を想定しています。
　　 本方針公表日現在、当社のお客様はすべてこれらの方々です。
（２）お客様への情報提供
　　 ①当社の姿勢
　　  　当社はお客様に対し提供する情報について、正確で、わかりやすく、お客様にとって有用な情報を
　　　　タイムリーに提供することが重要であると考え、その実現に努めています。
　　　　具体的には次のとおりです。
　　②本投資法人
　　　 法令等に基づく開示資料はもちろんのこと、本投資法人のホームページでの様々な情報に、専用の
　　　 パスワードを用いてアクセスいただくようにしており、新着情報の発信時には、個別のお客様宛電子
　　　  メールでお知らせしています。
　　　  また、お客様に対する投資勧誘等を行う証券会社と連携し、いわゆるＩＲ活動等にも真摯に取り組んで
　　　　います。
　　③受託ファンド
　　　 個別のお客様あてに、必要な情報をタイムリーに提供させていただきます。

5．重要な情報のわかりやすい提供
左記方針5のもと、様々な方法を通じて当社が想定するお客様に適した情報を、適時適切に提供し
ています。

【ニュースリリース回数】
　49回（←43回）
　⇒ 当年度は、本投資法人において物件取得・資金調達を行いましたので、関連するニュース
　　  リリース件数が増加しました。
　　　なお、当該件数には物件取得に関する一部データ訂正のニュースリリース2回分が含まれて
　　　います。

【IR（個別説明）回数】
　67回（←66回）
　⇒ コロナ禍が続く中でしたが、お客様のご理解・ご協力をいただき、引き続きリモート会議等に
　　  よるIRにも積極的に取組みました。

6 お客様にふさわしいサービスの提供
（１）本投資法人のお客様のニーズと当社のサービス
　　 中長期的かつ安定的な運用と分配金の受領が、本投資法人のお客様のニーズであると考えており、
　　 その実現に向け、予め定めた投資方針に基づき、誠実・公正に業務を遂行します。
（２）受託ファンドのお客様のニーズと当社のサービス
　　 ファンドにより投資目的等も異なることから、組成時にお客様及び関係者と十分な意見交換を行い、
　　 個別のお客様のニーズを踏まえた上で、その実現に向け、誠実・公正に業務を遂行します。

6．お客様にふさわしいサービスの提供
　　本項目の取組状況は、前記「2．お客様の最善の利益の追求」及び「5.重要な情報のわかりや
　　すい提供」に記載のとおりです。
　　これは、左記方針1[注]及び上記取組状況1[注]のとおり、当社が専業の投資運用業者であり、
　　「お客様にふさわしいサービス」の提供は、主としてこれら2項目における取組（例：お客様利益
　　に適う複数の専門委員会を通じた多角的な検討・審議を経た機関決定、適時適切な情報開
　　示、個別説明を通じたお客様との対話）により、実践していることによるものです。

7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
以上のような本方針を実現するためには、各施策の担い手となる当社の人材がカギとなります。
そこで、業務品質の向上に必要な知識習得等のため、従業員に自己啓発や資格取得を奨励・支援している
ほか、社内外の様々な研修を受講させる等の取組を行っています。

7．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
　　前記「2．お客様の最善の利益の追求」の取組状況に記載した各種の専門資格の取得等に
　　ついて従業員に奨励するとともに、支援制度をさらに拡充して取り組んでいます。
　　また、当社全体の業務品質向上を図るため、コンプライアンス、リスク管理、投資運用実務等
　　の様々なテーマの社内研修を常勤役職員全員に対し実施するとともに、専門性の高い内容等
　　の社外研修も積極的に受講しています。
　　さらに、お客様の運用資産（個別物件）に関する情報を常勤役職員全員に説明し、それぞれが
　　担っている業務が個別物件の価値向上、すなわちお客様利益につながっていることの理解を
　　深めること等にも取り組んでいます。
　
【社内研修実施回数】
  38回（←33回）
　⇒ コロナ禍であり、集合研修ではなくリモート会議を活用しました。

【社外研修受講回数】
　54回（有料分＋無料分）（←8回（有料分のみ））
　⇒ 前年度までは受講回数を確実に把握し得る有料分のみとしていましたが、多数受講していた
　　  無料の社外研修も従業員の知見向上等に寄与し、お客様の利益につながるものであるため、
　　  当年度から自主的KPIとして設定・計測しました。
　　  その結果、有料分11回、無料分43回、計54回の受講となりました。

以　上
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