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お客様本位の業務運営に関する方針 

【2022 年 6 月 24 日】 

メルディア・アセットマネジメント株式会社 

 

【お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】 

 

メルディア・アセットマネジメント株式会社（MAM）は、不動産ファンド事業を行うこと

を目的に設立された会社です。そして、MAM が行う金融商品取引業務及び不動産投資顧問

業務については、金融商品取引法等の法令や自主規制機関の定める各種ルールに加えて、各

種社内規程を定めており、それらの遵守が図られています。 

 

MAM にとっての「お客様」は、金融商品取引業のなかで、投資運用業務として投資一任契

約を締結する相手方である合同会社や特定目的会社（SPC）等のファンド、及びそのような

ファンドに関して第二種金融商品取引業務として MAM が私募の取扱いを行うことにより出

資いただく投資家（出資者）のことをいいます。 

 

このような「お客様」について、MAM が、金融商品の組成者として、或いは金融商品の販

売者として、「お客様本位の業務運営」を行うための核となる取り決めは、投資運用業務の

展開にあたって定めた「投資基本方針」に集約されています。 

 

そのなかで、「投資哲学」として、地域社会及び利用者(生活者)、MAM、及びメルディアグ

ループの三者が共に繁栄する投資を行うことにより、より良い社会の創造に貢献することを

定めています。 

 

また、同様に、「運用理念」として、「ESG の観点を積極的に取り入れ」、「良質なリターンを

安定的に提供」、及び「資産規模の着実な成長」を据え、運用する資産の価値最大化を目指

すことを定めています。 

 

MAM は、このような「投資基本方針」に則った業務展開を通じて、「お客様本位の業務運

営」が実現されると考えています。より具体的には、本「お客様本位の業務運営に関する方

針」を定め、これを公表し、実践し、その取組状況を見直します。 
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【お客様の最善の利益の追求】 

 

MAM は、お客様へ提供するサービスの品質向上、それを提供する役職員のスキル・専門性

向上、この二つがお客様の最善の利益に資すると考えています。具体的には、それぞれにつ

いて、以下の方策を講じています： 

 

○お客様へ提供するサービスの品質向上 

MAM は、その設立にあたって、金融・資本市場の各種業務に精通したプロフェッシ

ョナル、不動産取引や不動産証券化のプロフェッショナル、そして木造建築物のエン

ジニア、を集めました。いずれのプロフェッショナルもエンジニアも、それぞれのビ

ジネス領域で、リーマンショックに代表される金融危機等を経験した者たちです。 

 

そうしたプロフェッショナルがＭＡＭの設立にあたって希求したことは、“運用会社と

して、高品質で安定的なキャッシュフローがもたらされる物件をアセットとして、過

度なレバレッジをとることなく、金融商品を組成し、長期的に安定したリターンを投

資家の方々に提供する”ことです。そして、過去の金融危機の場面では顕在化すること

のなかった ESG や SDGs の観点に基づく投資対象を積極的に取り込んで行くことが、

投資家の方々に必要とされる金融商品組成の要諦であると認識しています。 

 

そのような認識のもと、ＭＡＭの提供する各種サービスのなかでも、金融商品の組成

者として、ファンド組成の品質向上のために次のような PDCA サイクルを大切にし、

実践しています。 

 

☆ファンドの組成プロセス【Plan、Do】 

      ≪進捗確認のため、「線表」及び「To do list」による週次全体会議での

チェック≫ 

投資部による事前調査 

        運用部による投資判断 

（ファンド規模、投資対象物件、目標利回り等々） 

        リーガル・コンプライアンス部（L&C 部）によるモニタリング 

        コンプライアンス委員会の承認 

        投資委員会の承認 

        取締役会の決議 

各種ファンド関係者確定 

（レンダー、信託銀行、投資家、SPC 事務代行会社、法律事務

所、会計事務所、ファンド監査法人等々） 
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各種契約書レビューとファイナライズ 

        各種契約書締結、物件売買、各種決済完了 

        ファンド運用開始（期中管理実務スタート） 

 

☆ファンド組成後のチェック【Check】 

     全役職員より各担当業務の遂行上発生した問題を指摘 

     問題点の集約、対応策の審議 

     対応策のリストアップ 

                    「新線表」及び「新 To do list」への反映と作成 

 

☆既存ファンドの期中管理実務、次号ファンドの組成への反映【Action】 

                  「新線表」及び「新 To do list」により、 

週次全体会議で進捗確認 

     

○役職員のスキル・専門性向上 

 金融商品の組成者として、投資・運用に必要な知識向上を図るため、下記６種類の資

格取得を推奨しており、取得費用支給等の支援を行っています。 

  

☆推奨資格別保有数 

（2022 年 5 月末現在、試験合格者含む。常勤役職員総数 11 名のうち） 

                                                                                      延べ人数 

 一般社団法人 不動産証券化協会認定マスター（ARES）      3 名  

 公認 不動産コンサルティングマスター             3 名  

 不動産鑑定士                         1 名  

 宅地建物取引士                        8 名 

 賃貸不動産経営管理士                      1 名 

 証券アナリスト                                       1 名          

       ＜推奨資格保有数 合計＞                      17 名  

 

また、社内ローテーションを積極的に実施することにより、多数の社員に不動産投

資・運用の実務経験を積ませ、会社全体の専門性向上を図っています。さらに、外

部 AM 会社への短期的な出向による業務知識取得機会の確保にも努めております。 

  

更に、メルディアグループ内の海外不動産投資を行う米国拠点（Los Angeles）のメ

ンバーとも定期的な情報交換を行っており、日本国内だけでなく、海外動向に接す

る機会も提供しております。 
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【利益相反の適切な管理】 

 

ＭＡＭは、株式会社三栄建築設計（東証プライム市場上場）（以下「三栄建築」）及びその子

会社である株式会社 MAI（以下「MAI」）が 50％ずつ出資して設立された会社です。三栄建

築は、戸建て住宅や木造の賃貸アパートについて、用地の仕入れ、設計、建築、販売を行っ

ています。MAI は、木造の賃貸アパート用の用地の仕入れや企画,販売を行っています。 

 

MAM は、ファンドの組成に際して、グループ会社である三栄建築や MAI から投資対象と

なる物件を取得します。また、MAI は、賃貸住宅管理業者としてプロパティマネジメント業

務（PM 業務）を MAM の運用するファンドの投資対象物件に関して行っています。 

 

こうした関係のもとでは、利益相反取引が生じる可能性が高くなりますので、その防止のた

め、法令を遵守することはもちろんのこと、社内規程やそれに基づく各種ガバナンス手続き

を定めています。特に、社内規程のなかでも、「利害関係人取引規程」が具体的な事項を定

めています。「利害関係人取引規程」に定められる主要な事項は、次の通りです： 

 

○利害関係人等との取引 

どのような取引が利害関係人との取引となるか、その類型を明らかにし、その類型ご

との「取引基準」を設定し、加えてコンプライアンス上の十分な確認を行うことを義

務付けています。手続きとしては、 

 

☆運用部による事前審査: 

以下のような観点から審査されます、 

・必要かつ妥当な取引か 

・法令等で定める禁止取引に該当しないか 

・業界水準や同業他社との比較で、妥当な取引条件か 

・正当な理由なく、利害関係人以外の者よりも優先していないか 

・「取引基準」に合致する取引条件か 

・その他不適切な取引条件や関係性等が存在しないか（抱き合わせ販売等） 

 

☆L&C 部による事前審査： 

L&C 部が不適切と判断した場合は、それを運用部に対して取引不可の指示を出

すことがあります。 
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☆利害関係人取引の決議： 

運用部長及びリーガル・コンプライアンス部長が必要かつ妥当な取引と判断し

た場合、弁護士である社外有識者委員を加えたコンプライアンス委員会での承

認、不動産鑑定士である社外有識者委員を加えた投資委員会での承認、及び取

締役会の決議を受けることになります。 

 

 

【手数料等の明確化】 

 

現時点では、MAM が提供する投資運用業（投資一任業）或いは第二種金融商品取引業（私

募の取扱い）は、特定投資家向けに限定されています。 

 

そして、その手数料等については、個別の案件ごとに決定されることになりますが、一定の

目安として、それぞれの業務について、以下のレンジを想定しています： 

 

○投資運用業（投資一任業）に関するフィーのレンジ； 

・アクイジションフィー：    取得資産額の1.0～3.0％ 

・アセットマネジメントフィー： 投資総額又は総資産額の0.2～0.8％ 

    ・ディスポジションフィー：   資産売却額の1.0～3.0% 

・インセンティブフィー：    超過収益額の50.0％を上限 

 

 ○第二種金融商品取引業（私募の取扱い）に関するフィーのレンジ： 

・取扱い額の 0.5～3.0%  

 

 

【重要な情報の分かりやすい提供】 

 

ＭＡＭは、重要な情報の提供先を下記の四つのカテゴリーに分類して管理しております。そ

れぞれの情報提供は、いずれもが重要であると考えています。各情報提供にあたっては、平

易な表現を心掛け、必要に応じて、表、図、写真を利用して作成しております。 

 

○第 1 のカテゴリー： 

ＭＡＭのファンドや商品について、既存のお客様や関係者の方々へファンドの状況等

についてタイムリーで正確かつわかりやすい情報をお届けすること。 

 

☆投資運用業者として、既存のお客様であるＳＰＣ、レンダー、信託銀行へ、契約上

定められる方法と形式に基づき提供する各種資料 
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☆私募の取扱い業者として、既存のお客様である投資家へ、契約上定められる方法と

形式に基づき提供する各種資料 

 

○第 2 のカテゴリー： 

潜在的なお客様に対して、ＭＡＭについての正確でわかりやすい情報を提供する 

こと。 

 

☆MAM のビジネス展開についてのコンセプトをまとめたもの： 

   「コンセプトブック」 

 

☆運用会社としての MAM についての理解を深めて頂くためのもの； 

   「運用会社概要［ARES 不動産投資運用評価ガイドライン準拠］」 

      

○第 3 のカテゴリー： 

監督当局等宛に正確な情報を提供すること。 

 

☆金融商品取引法に定められる金商業者としての報告書類、届出書類、開示書類。 

※なお、「事業報告書」、及び「説明書類」（現時点では「事業報告書」で代

用）については、ＨＰ上に開示しています。 

 

☆加入協会（日本投資顧問業協会）の投資運用会社要覧への会社概要の掲載。 

 

○第 4 のカテゴリー： 

MAM のことについて、広く一般の方々やお客様へ各種情報を提供すること。 

 

    ☆MAM ホームページ メルディア・アセットマネジメント株式会社 – 木造建築

物を主なアセット対象とする、金融商品組成の先駆者た

るアセットマネジメント会社 (meldia-am.com) 

 

 

 

 

 

 

 

https://meldia-am.com/
https://meldia-am.com/
https://meldia-am.com/
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【お客様にふさわしいサービスの提供】 

 

MAM のお客様は、次の二つに分類されます： 

 

・金融商品の組成者としての投資運用業（投資一任業）については、ファンドを組成する

SPC（GK-TK スキームであれば、GK）。 

 

・金融商品の販売者としての第二種金融商品取引業（私募の取扱い）については、SPC への

エクイティ出資者（GK-TK スキームであれば、匿名組合出資者  TK）。 

 

○投資運用業（投資一任業）のお客様のニーズ 

SPC のみならず、その組成に参画するレンダー、信託銀行、SPC 事務代行会社、法律顧

問、会計顧問、SPC の監査法人、それぞれが当事者となる契約書において、アセットマ

ネージャーである MAM が表明保証や誓約をする事項に関連して、MAM には高い専門

性、運用管理能力、及びガバナンスが求められます。 

 

これらのお客様や関係当事者については、上記【顧客の最善の利益の追求】で記される、

「お客様へ提供するサービスの品質向上」、「役職員のスキル・専門性向上」で説明され

た施策を進めることが肝要であると考えています。 

 

○第二種金融商品取引業（私募の取扱い）のお客様のニーズ 

ＭＡＭのお客様は、エクイティ出資者であります。そして、現在、そのお客様は特定投

資家に限定されています。 

 

例えば、第 1 号ファンドの例をとりますと、大手リース会社、不動産会社、事業会社、及

び大手不動産会社（適格機関投資家）でありました。こうした投資家の方々の様々なニーズ

の一つには、TCFD の動きに代表されるように、明確に ESG や SDGs につながる投資を行

うことが挙げられ、加えて安定的なリターンが確保されることがあると考えます。 

 

ＭＡＭの運用理念は、既述の通り、＂「ESG の観点を積極的に取り入れ」、「良質なリター

ンを安定的に提供」、「資産規模の着実な成長」 “というものです。 

 

○グループ会社ができることー木造建築物の提供 

東証プライム市場上場会社である三栄建築設計を中心とするメルディアグループは、用地仕

入から設計・施工・販売・改修までを自社で一貫対応する住宅総合生産企業として、高品質

かつ個性溢れる住宅の提供を行っています。特に注力しているのが高品質な木造住宅です。
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都心部でも一戸建ての暮らしを提供すべく、東京都 23 区内を中心に高品質な木造 3 階建等

の住宅の供給を続けています。また、MAI は、デザイン性・居住性に富んだ木造アパートの

開発・ 販売（主に個人投資家向け）を展開しています。 

 

メルディアグループは、こうした木造建築物のために、国産木材の確保を図り、その活用に

積極的に取組んでいます。そのことは、国内での CO2 削減や地球温暖化防止を通じて、

ESG や SDGs に直接的に貢献していると考えています。 

 

○MAM ができることー木造建築物を主たる対象とする金融商品の提供 

木造建築物を投資対象とした金融商品は未だ少なく、メルディアグループも MAM も地球環

境の維持・向上に資する「木造建築物を主たる対象とする金融商品」には大きなニーズがあ

ると考えています。 

 

MAＭによる木造建築物を主たる投資対象とする不動産ファンドのかたちで金融商品化され、

投資家のこうしたニーズと出会い、社会の大きな流れの中で成長してゆくものと考えていま

す。 

 

 

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 

 

MAM の各職員に対する適切な動機づけは、所属する部門ごとの業績評価基準に照らした達

成度・貢献度についての客観的な評価、及び役職員の業務に直結する６つの資格取得の推奨

と取得実績、を踏まえた処遇を通じて実現されると考えております。 

 

○職員の業績評価 

 各職員の業績評価においては、お客様からの目線で各業務部門に関する評価基準を定め、

それぞれの職員の役割・期待値を設定し、達成度・貢献度を評価する方針です。具体的

には； 

 

投資運用業（投資一任業）部門関連の職員の業績評価については、パフォーマンス（安

定性や収益性）に対する寄与度を評価基準とします。 

 

第二種金融商品取引業（私募の取扱い）部門関連の職員の業績評価については、投資家

となる潜在的なお客様や投資家となられたお客様への的確な情報提供やファンドの状況

についての報告についての寄与度を評価基準とします。 
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また、両部門に関するバックオフィス部門やスタッフ部門の関連の職員については、

PDCA サイクルの要となる部門として、各種業務処理の正確性、効率性、及び永続性に

ついての寄与度を評価基準とします。 

 

○役職員の資格取得の推奨 

上記【お客様の最善の利益の追求】○役職員のスキル・専門性向上において記述いたしま

すように、MAM は、金融商品の組成者として、及び金融商品の販売者として、投資・

運用に必要な知識向上を図るため、６種類の資格取得を推奨しており、取得費用支給等

の支援を行っています。また、職員の業績評価の際にも、資格取得については勘案する

方針です。 

 

以上 

 

 


