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【表紙】 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 2019年９月20日 

【発行者名】 三菱地所物流リート投資法人 

【代表者の役職氏名】 執行役員 坂川 正樹 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 

【事務連絡者氏名】 三菱地所投資顧問株式会社 

専務取締役物流リート部長 坂川 正樹 

  

【電話番号】 03-3218-0030 

【届出の対象とした募集（売出）内国投

資証券に係る投資法人の名称】 

三菱地所物流リート投資法人 

  

【届出の対象とした募集（売出）内国投

資証券の形態及び金額】 

形態：投資証券 

発行価額の総額：一般募集     17,074,000,000円 

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 

                   880,000,000円 

 
（注１） 発行価額の総額は、2019年９月６日（金）現在の株式会社東京証券取

引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出

した見込額です。 

但し、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを

行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うた

め、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 

（注２） 売出価額の総額は、2019年９月６日（金）現在の株式会社東京証券取

引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出

した見込額です。 

  

安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行す

る上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要

があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項

に規定する安定操作取引が行われる場合がありま

す。 

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商

品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京

証券取引所です。 

  

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



 

－  － 

 

(1) ／ 2019/09/19 18:49 (2019/09/13 13:41) ／ g12592_wp_19581443_0101010_本文_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（公募_親引け）.docx 

1

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】 

 2019年９月19日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先

である三菱地所株式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書

を提出するものであります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 証券情報 

第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。） 

１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） 

（１６）その他 

第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。 
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(2) ／ 2019/09/19 18:49 (2019/09/13 13:41) ／ g12592_wp_19581443_0101010_本文_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（公募_親引け）.docx 

2

第一部【証券情報】 

第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】 

１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】 

（１６）【その他】 

＜訂正前＞ 

（前略） 

⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である三菱地所に対し、

一般募集の対象となる本投資口のうち、2,450口を販売する予定です。 

＜訂正後＞ 

（前略） 

⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である三菱地所（以下

「指定先」ということがあります。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、2,450

口を販売する予定です。 

指定先の状況等については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／４ 販売

先の指定について」をご参照ください。 

 

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

＜訂正前＞ 

（前略） 

２ 売却・追加発行の制限 

（１）一般募集に関し、三菱地所に対し、共同ブックランナー及び共同主幹事会社との間で、発行価格

等決定日から一般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同ブックランナー及び

共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、三菱地所が一般募集前から保有す

る本投資口10,000口及び一般募集により取得することを予定している本投資口2,450口の売却を

行わない旨を約するよう要請する予定です。 

 上記の場合において、共同ブックランナー及び共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を全

部若しくは一部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有する予定です。 

（後略） 

＜訂正後＞ 

（前略） 

２ 売却・追加発行の制限 

（１）一般募集に関し、三菱地所は、共同ブックランナー及び共同主幹事会社との間で、発行価格等決

定日から一般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同ブックランナー及び共同

主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、三菱地所が一般募集前から保有する本

投資口10,000口及び一般募集により取得することを予定している本投資口2,450口の売却を行わ

ない旨を合意します。 

 上記の場合において、共同ブックランナー及び共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を全

部若しくは一部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有します。 

（中略） 



 

－  － 
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４ 販売先の指定について 

（１）指定先の状況 

ａ．指定先

の概要 

名称 三菱地所株式会社 

本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 

直近の有価証券 
報告書等の提出日 

有価証券報告書 

事業年度 第115期（自2018年４月１日 至2019年３月31日） 

2019年６月27日 関東財務局長に提出 

四半期報告書 

事業年度 第116期第１四半期（自2019年４月１日 至2019年

６月30日） 

2019年８月９日 関東財務局長に提出 

ｂ．本投資

法人と

指定先

との間

の関係 

出資関係 

本投資法人が保有して

いる指定先の株式の数

（2019年９月20日現

在） 

－ 

指定先が保有している

本投資口の数（2019年

９月20日現在） 
10,000口 

人事関係 

本投資法人の執行役員は、指定先の従

業員であり、指定先から本資産運用会

社に出向しており、本投資法人の執行

役員を兼職しています。 

資金関係 

本投資法人は、指定先から借入れをし

ていません。また、指定先は、本投資

法人の借入債務につき、保証及び担保

を提供していません。 

技術又は取引等の関係 

本投資法人は、本資産運用会社及び指

定先との間で、スポンサーサポート契

約を締結しています。また、指定先

は、本投資法人及び本資産運用会社と

の間で、2017年６月15日付で、「三

菱」及び「ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ」の

商標（商標登録番号第4853087号及び第

4853088号）に関する商標使用許諾契

約、2017年７月５日付で、「ロジクロ

ス（ロゴマーク）」の商標（商標登録

番号第5674165号）に関する商標使用許

諾契約を締結しています。 

ｃ．指定先の選定理由 

指定先は、本資産運用会社の親会社で

あり、本投資法人と指定先との関係に

鑑み、本投資法人の投資主の利益と指

定先の利益を共通のものにするという

観点から、指定先として選定していま

す。 

ｄ．販売しようとする本投資口の数 2,450口 

ｅ．投資口の保有方針 

本投資法人は、指定先が保有した投資

口については、特段の事情がない限り

保有を継続する意向であることを確認

しています。 



 

－  － 
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ｆ．払込みに要する資金等の状況 

本投資法人は、指定先が提出済みの前

記有価証券報告書等にて、貸借対照表

及び連結貸借対照表における現金及び

預金を確認することにより、指定先が

上記2,450口の払込みに要する資金を有

していると判断しています。 

ｇ．指定先の実態 

2019年９月20日現在、指定先は、東京

証券取引所第一部に上場しており、ま

た、反社会的勢力とは一切関係ない旨

の説明を受けており、指定先が反社会

的勢力等との関係を有していないもの

と判断しています。 

 

（２）投資口の譲渡制限 

 指定先は、一般募集に関連して、一定期間本投資口の売却を行わない旨の合意をしています。そ

の内容については、前記「２ 売却・追加発行の制限／（１）」をご参照ください。 

 

（３）発行条件に関する事項 

 一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集に

おける発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。 

 



 

－  － 

 

(5) ／ 2019/09/19 18:49 (2019/09/13 13:41) ／ g12592_wp_19581443_0101010_本文_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（公募_親引け）.docx 

5

（４）一般募集及び本第三者割当後の主要な投資主の状況 

氏名又は名称 住所 

所有投資

口数

（口） 

総議決権

数に対す

る所有議

決権数の

割合

（％） 

一般募集

及び本第

三者割当

後の所有

投資口数

（口） 

一般募集及

び本第三者

割当後の総

議決権数に

対する所有

議決権数の

割合（％） 

日本トラスティ・

サービス信託銀行

株 式 会 社 （ 信 託

口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11

号 
32,372 13.16 32,372 10.58 

日本マスタートラ

スト信託銀行株式

会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３

号 
28,251 11.49 28,251 9.23 

三菱地所株式会社 
東京都千代田区大手町一丁目１

番１号 
10,000 4.06 12,450 4.07 

資産管理サービス

信託銀行株式会社

（ 証 券 投 資 信 託

口） 

東京都中央区晴海一丁目８番12

号 

晴海トリトンスクエアタワーＺ 

8,832 3.59 8,832 2.88 

野村信託銀行株式

会社（投信口） 
東京都千代田区大手町二丁目２

番２号 
7,132 2.90 7,132 2.33 

東京センチュリー

株式会社 
東京都千代田区神田練塀町３ 6,069 2.46 6,069 1.98 

株式会社中国銀行 
岡山県岡山市北区丸の内一丁目

15番20号 
5,372 2.18 5,372 1.75 

全国信用協同組合

連合会 
東京都中央区京橋一丁目９番１

号 
4,806 1.95 4,806 1.57 

株式会社伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町１ 3,652 1.48 3,652 1.19 

株式会社百十四銀

行 
香川県高松市亀井町５番地１ 3,500 1.42 3,500 1.14 

合計 109,986 44.69 112,436 36.76 

（注１）上記記載の情報は、2019年８月31日現在の本投資法人投資主名簿に記載されているもので、氏名又は名称、住所等はその後変

更されている場合があります。 

（注２）「所有投資口数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2019年８月31日現在の数値を記載しています。 

（注３）「一般募集及び本第三者割当後の所有投資口数」及び「一般募集及び本第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割

合」は、2019年８月31日現在の所有投資口数及び総議決権数に一般募集及び本第三者割当による増加分を加味し、ＳＭＢＣ日

興証券株式会社に対する本第三者割当における発行口数の全部につき申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。 

（注４）「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「一般募集及び本第三者割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」

は、小数第２位未満を切り捨てて表示しています。 

 

（５）投資口併合等の予定の有無及び内容 

 該当事項はありません。 

 

（６）その他参考になる事項 

 該当事項はありません。 


