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シンガポール上場のビジネス・トラスト、
日本のゴルフ場資産を保有

投資判断（5/27）

アコーディア・ゴルフ・トラスト（ADQU・シンガポール証券取引所） 新規 Overweight

※1シンガポールドル＝91円

株価

投資単位

0.785 SGD / 71.4円

100株

（5/27）

時価総額

52週高値

52週安値

8.6億 SGD / 785.2億円

0.925 SGD / 84.2円

0.73 SGD / 66.4円

（5/27）

（14/9/29）

（14/12/17）

高利回りの
「日本」
ファンド、
ゴルフ場取得で成長加速
■天候不順で14年8月-15年3月期はやや弱め
アコーディア・ゴルフ・トラスト（ＡＧトラスト）は
シンガポール証券取引所へ 14 年 8 月 1 日に上場、初年
度は 8 カ月の変則決算となる。14 年 8 月－ 15 年 3 月期
決算（8 カ月累計）の売上高は 334 億円、営業利益は
40.6 億円、分配可能利益は 56.7 億円だった。会社計画
の売上高 342 億円、営業利益 50.3 億円は下回ったが、
分配可能利益 54.9 億円は上回った。年換算利回りは
IPO（新規上場）時の株価 0.97 シンガポールドル（SGD）
ベースで 8.8％、15 年 3 月末時点の 0.755 SGD ベース
で 11.3％となっている。
8 か月累計期間の収益は、天候不順の影響で 14 年 8
月、10 月、12 月の客足が伸び悩んだ他、15 年の 1 月、
2 月にゴルフ場のクローズ（営業休止）日が増加。また、
保有する 89 ゴルフ場の客数は予想を上回ったものの、
客単価が小幅に低下したことも影響した。もっとも、2
月、3 月は客数、稼働共に計画を上回る水準を維持、4
月もまずまずと明るい兆しが見えている。
■ゴルフ関連資産買収で成長加速
ＡＧトラストはシンガポール証券取引に上場している
が、現在保有するのはすべて日本のゴルフ場となってお
り、いわば「日本」ファンド。海外に投資しながら安全
な日本の資産で運用できることが特徴。長期的には海外
の資産取得も視野に入れているが、当面は日本のゴルフ
場資産を中心に投資する計画だ。
モーニングスターでは 16 年 3 月期予想業績を売上高
565 億円（15 年 3 月期会社計画比 5.6％増）
、営業利益
99 億円（同 7.2％増）と見積もった。会社は 17 年 3 月
までに想定しているゴルフ関連資産買収目標の約 500
億円、件数ベースで 25 件程度を予定しているが、計画
はやや遅れているようで、モーニングスターでは 2 年で
400 億円、件数ベースで約 20 件と予想。16 年 3 月期中
にこの内半数程度が実施されるとの前提に立っている。
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業績へのフル寄与は 17 年 3 月期以降と見られるが、16
年 3 月期の収益を一定程度押し上げるだろう。既存の
89 ゴルフ場の収益力向上も見込まれる。入場者数は団
塊世代の退職や訪日外国人観光客の増加、ゴルフ人気の
高まりを背景に増加傾向にある。足元の客単価の下落傾
向は懸念材料だが、景気回復期待や入場者数の増加に伴
い、持ち直す公算が大きい。首都圏に所有する資産の 7
割が集中していることも事業の強みで、景気回復の恩恵
を受けやすい。
魅力はなんといっても高い利回り。14 年 8 月－ 15 年
3 月の年換算利回りは 10.9％、16 年 3 月期のモーニング
スター予想分配金利回りは 7.5％～ 8.0％（15 年 5 月 27
日終値ベース）と高い利回りを実現、投資対象として魅
力的。日本での認知度向上はこれからだが、事業形態や
高利回りが認識されれば、人気化する可能性がある。投
資判断は新規「Overweight」
、想定株価レンジはモーニ
ングスター予想 1 口当たり利益（ＥＰＵ）に 15 倍を乗
じた値をベースに 0.9 ～ 1.0 SGD（81.9 ～ 91.0 円）と
する。
（宮本 裕之）

業績動向（5/27時点）
売上高
（百万円）
14 年 8 月～ 15 年 3 月
（8 カ月）

前年比（％）

営業利益
（百万円）

前年比（％）

税引き後利益
（百万円）

前年比（％）

EPU※
（円）

実績

33,425

-

4,063

-

2,648

-

2.4

15 年 3 月期

会社予想

53,497

-

9,233

-

5,920

-

-

16年3月期

MS 予想

56,500

5.6%

9,900

7.2%

6,300

6.4%

5.7

17 年 3 月期

MS 予想

62,000

9.7%

11,000

11.1%

7,000

11.1%

6.4

※EPU＝投資1口当たり利益
本資料は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。銘柄の選択、投資判断の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に掲載された意見
は作成日における判断であり、予告なしに変更される場合があります。本資料に掲載された意見・データは、当社が信頼できると判断したデータ等により作成いたしましたが、その正確性、安全性等について保障するものではあ
りません。著作権、知的所有権等一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar.Inc に帰属しますので、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。

（1/2）

Morningstar Equity Research Report 2015.5.28

アコーディア・ゴルフ・トラスト（ADQU・シンガポール証券取引所）

■ 会社概要

当社のポートフォリオ
89 ゴルフ場の鑑定評価額の総額は1,503億円

アコーディア・ゴルフ・トラスト（ＡＧトラスト）は、
シンガポール証券取引に 14 年 8 月に IPO（新規上場）
したビジネス・トラスト※。日本のゴルフ場およびゴル
フ場関連資産で構成されるビジネス・トラストの上場は
初。キャッシュフローを受益者に分配することを目的と
したファンドで、トラスティ・マネジャーがＡＧトラス
トの事業を運営する。トラスティ・マネジャーの大株主
であるアコーディア・ゴルフが保有するゴルフ場の資産
規模を縮小させ、ゴルフ場運営事業に重点を置くことで
経営の効率を高める手法である「アセットライト手法」
を行ったことで、ゴルフ場資産を受け入れた。
15 年 3 月末時点で日本のゴルフ場を 89 保有、鑑定評
価額は 1,503 億円（14 年 12 月 31 日時点）に上る。そ
の約 7 割が首都圏に所在しており、集客力や収益力の高
さが強み。事業はゴルフ場収益、レストラン収益、会
員収益、その他があり、営業収益比率は順に 65.2％、
24.0 ％、10.0 ％、0.8 ％（14 年 8 月～ 15 年 3 月実績）
となっている。

その他地域（単位：億円）
コース数
評価額

27
209

名古屋エリア（単位：億円）
コース数
評価額

12
182
東京エリア（単位：億円）
コース数

大阪エリア（単位：億円）
コース数
評価額

15
379

評価額

35
734

出所：会社資料よりモーニングスター作成
評価額は2014年12月31日不動産鑑定価格に基づく
写真は当社保有のゴルフ場
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出所：会社資料よりモーニングスター作成
保有ゴルフ場89が対象
稼働率＝18ホールあたりの入場者数／（営業日数（日）×50（組）×4（人））

■ 事業環境と展望
日本におけるゴルフビジネスの展望は明るい。AG
トラストの資料によれば、13 年のゴルフ来場者数は
8,710 万人とリーマンショックの影響で落ち込んだ 11
年の 8,430 万人から回復傾向にある。また、日本のゴル
フプレーヤー数は 13 年に 860 万人と 2010 年以降 800
万人前後で推移していた水準から増加している。今後は
団塊世代の大量退職に伴うゴルフ人口増加や、訪日外国
人の増加による海外からのプレーヤー増に期待できる。
ゴルフは 2016 年のブラジル・リオデジャネイロオリ
ンピックで正式種目として採用されることで、世界的に
ゴルフ人気が高まる可能性がある。もっとも、少子高齢
化が進む中、日本にあるゴルフ場すべてが恩恵を受ける
とは考えにくい。ゴルフ場の利用も人口が密集する首都
圏へ集中すると予想されるが、AG トラストが保有する

ゴルフ場が日本の三大都市圏に約 7 割集中している点は
強みといえる。
リスク要因

ゴルフ場の来場者数の減少や、客単価の低下は収益
を圧迫する要因となる。また、新たなゴルフ場資産の
取得を進め収益を拡大させるビジネスモデルであるこ
とから、将来取得するゴルフ場が期待する収益を上げ
られない場合、収益を圧迫する可能性がある。リスク
がある。業績はシンガポールドルと円の変動の影響を
受ける可能性がある。

株主還元（5/27時点）
■ 株主優待

■ 分配の状況（1 口当たりの分配可能利益）
分配可能利益
14年8月～15年3月

実績

16年3月期

MS予想

年間換算利回り

5.16円

11.3%

5.39～5.73円

7.5%～8.0%

無し

※実績年換算利回りは1口0.755シンガポールドルで計算
※MS予想年換算利回りは1口は0.785シンガポールドルで試算
本資料は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。銘柄の選択、投資判断の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に掲載された意見
は作成日における判断であり、予告なしに変更される場合があります。本資料に掲載された意見・データは、当社が信頼できると判断したデータ等により作成いたしましたが、その正確性、安全性等について保障するものではあ
りません。著作権、知的所有権等一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar.Inc に帰属しますので、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。

（2/2）

モーニングスター・エクイティ・リサーチレポートの読み方
特 徴

Overweight （オーバーウエート）
今後、半年間の株価推移が現値水準を 15％以上上回ると
予測される場合
Neutral （ニュートラル）
今後、半年間の株価推移が現値水準の－ 15％～＋ 15％に
とどまると予測される場合
Underweight（アンダーウエート）
今後、半年間の株価推移が現値水準を 15％以上下回ると
予測される場合

（1）第三者機関として中立的な立場を重視

モーニングスター・エクイティ・リサーチレポートは、
モーニングスターが位置する中立的な第三者としての立場
を重要視し、客観的な比較・評価情報の提供に努めていま
す。モーニングスターがカバーする全銘柄に対し、アナリ
スト個人の見解に加え、複数のアナリストから成る銘柄評
価委員会の意見を反映し、投資判断・想定株価レンジ・業
績予想を決定しています。

（2）カバー銘柄のユニバース

カバー銘柄は下記対象銘柄から銘柄評価委員会が選出し
ています。
【銘柄選定基準】
● アナリストのカバー率が低い国内新興市場上場銘柄
●	個 人投資家からの人気が高い銘柄（各オンライン証券
のデータを参考）
● 時価総額を考慮（50 億円程度以上を目安）
● 整理、監理銘柄や継続疑義、債務超過銘柄を除く

（3）3 段階の投資判断

カバー銘柄に対する投資判断は、モーニングスターの各
アナリストによる調査・取材・分析を基に銘柄評価委員会
の協議を経て決定しています。下記の基準を基に 3 段階（最
上位から「Overweight 」
（オーバーウエート）、「Neutral」
（ニュートラル）
、
「Underweight」
（アンダーウエート）
）
で予測しています。

モーニングスターでは業績見通しや財務状況、株価の値
動きなどに関する見解の変更により、機動的に投資判断を
変更します。ただし、影響力のある、新しい情報が明らか
となり、判断に時間を要する場合には投資判断を「Under
Review」
（保留）とする場合があります。また、取引時間
中の投資判断の変更は行いません。アナリストが退職した
場合などは投資判断をいったん「Suspension」
（停止）と
する可能性があります。

（4）中期的な想定株価レンジ

向こう半年間で想定される株価のレンジを示します。株
価指標などを用いた適正株価水準のほか、チャートのフシ
目や直近の高値・安値、トレンドライン、移動平均線など
テクニカル面や価格帯別出来高なども考慮して、中期的な
上値メド、下値メドを決定しています。

項目説明
■ アナリストコメント

直近の業績動向や事業環境につい
て、取材に基づいた評価をコメント
しています。投資判断の根拠や業績
予想に対する見方、今後の事業展望
などを記載し、株式投資をするうえ
で最も重要な情報を掲載していま
す。
また、
読みやすさを考慮してテー
マごとに 2 ～ 4 つのパラグラフに
まとめているほか、重要なポイント
を太字で強調しております。

■ 業績動向

通期決算の実績 2 期分と会社予
想、およびモーニングスターの独自
予想を今期、来期の 2 期分掲載し
ております。
各銘柄への取材に加え、
四半期毎での過去の業績傾向やセグ
メント毎での分析に基づいて業績数
値を予測しています。

■ 会社概要

各銘柄がどのようなビジネスを展
開しているのか、どこに収益源があ
るのかなどを詳しく解説するほか、
今後どの事業に力を入れていくの
か、中期的にはどのような事業展開
を図っていくのかなどの中期的な見
通しも取材を踏まえて掲載します。

■ 事業環境と展望

各銘柄が属する業界について、足
元の状況や将来の成長性などの観点
から解説します。競合他社への取材
も実施することで業界全体を多方面
から捉えるほか、業界団体のデータ
など具体的な数値も掲載します。

■ リスク要因

各銘柄が有するリスクを解説しま
す。事業面でのリスクに加え、業績
面や財務面、株式市場独自のリスク
なども考慮して様々な角度から見た
リスクを示します。

■ 成長性

今期会社計画の売上高成長率、営
業利益成長率、EPS 成長率を競合他
社と比較するほか、過去の経緯や主
力事業の成長力などを評価します。

■ 収益性

今期会社計画の売上高営業利益率
と前期実績の自己資本当期純利益
率、総資産経常利益率を競合他社と
比較するほか、過去からの収益性の
変動などを評価します。

■ 財務安定性

前期実績の自己資本比率、
デット・
エクイティ・レシオ（＝有利子負債
/ 自己資本× 100）、流動比率（＝流
動資産 / 流動負債× 100）を競合他
社と比較するほか、現預金やキャッ
シュフローなどの観点から財務安定
性を評価します。
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