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本投資法人は、主として、再生可能エネルギー発電設備等（注1）の特定資産（注2）

への投資を通じて、安定的なキャッシュフロー及び収益を維持するととも
に、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指します。
また、地球にやさしい持続的な環境づくりに貢献することを基本理念とし、
自然エネルギーの活用を通じて価値を創造し、地域社会における雇用創出及
び社会経済の発展、地球温暖化対策並びにエネルギー自給率の向上に寄与す
ることを目指します。
本投資法人は、これらの社会貢献投資を通じた安定的なキャッシュフロー及
び収益により、投資主価値を最大化することを目指します。

地球にやさしい持続的な環境づくり

雇用創出
社会経済の

発展
地球温暖化

対策

エネルギー
自給率の

向上

投資主価値の最大化
投資主

自然エネルギーの活用を通じた価値の創造

社会貢献投資安定的なキャッシュフロー
及び収益

再生可能エネルギー発電設備等への投資

国内第1号上場による先発優位性
本投資法人は、第1号の上場インフラファンドとして、先発優位性を活用
し、投資主への長期安定的な配当享受の機会の提供を目指していきます。

（注1）  「再生可能エネルギー発電設備等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号。その後の改正
を含みます。）第3条第11号に定める再生可能エネルギー発電設備（以下「再生可能エネルギー発電設備」といいます。）及び再
生可能エネルギー発電設備を設置、保守、運用するために必要な不動産、不動産の賃借権又は地上権（以下「敷地等」といいま
す。）を併せていいます。なお、以下、本投資法人が投資・取得し運用するものとされる再生可能エネルギー発電設備等について
言及する場合、「再生可能エネルギー発電設備等」には、本投資法人の運用資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備等
も含むものとします。以下同じです。

（注2）  「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」と
いいます。）第2条第1項における意味を有します。以下同じです。
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1口当たり分配金 3,121円

決算ハイライト

営業収益‥ 382百万円

営業利益‥ 183百万円

当期純利益‥ 158百万円

総資産‥ 9,041百万円

純資産‥ 4,859百万円

1口当たり
純資産額‥ 98,323円

第3期‥‥1口当たり予想分配金 第4期‥‥1口当たり予想分配金
（うち利益超過分配金）

2,852円 2,850(432)円

第2期‥平成28年6月1日〜平成28年11月30日
　投資主の皆様におかれましては、益々ご清栄のことと、お慶び申し上げます。
　平素はタカラレーベン・インフラ投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　本投資法人は、平成27年4月に東京証券取引所に新設されたインフラファンド市場に上場するべく設立さ
れた投資法人です。新市場への初の上場ということもあり、全てがゼロからの取組みとなりましたが、投資主
の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援のもと、平成28年6月2日に、国内初となるインフラ
投資法人として、東京証券取引所インフラファンド市場に上場いたしました。
　本投資法人が投資対象としている再生可能エネルギー発電設備等の導入は、二酸化炭素排出量削減やエネ
ルギー自給率の向上等の役割を担うものであり、日本のエネルギー政策における課題解決に貢献することが
大きく期待されております。
　そのような環境下において、本投資法人は、地球にやさしい持続的な環境づくりに貢献することを基本理
念とし、自然エネルギーの活用を通じて価値を創造し、地域社会における雇用創出及び社会経済の発展、地球
温暖化対策並びにエネルギー自給率の向上に寄与することを目指しております。
　係る理念のもと、本投資法人は、主として、再生可能エネルギー発電設備等の特定資産を投資対象としてお
りますが、再生可能エネルギー発電設備等のうち、固定価格買取制度が適用されている稼働済みの再生可能
エネルギー発電設備等を投資対象とすること及び最低保証賃料と実績連動賃料の組み合わせによる賃料形
態とすることで、本投資法人の最大の特徴である安定的なキャッシュフロー及び収益を維持する仕組みを構
築し、運用資産の規模拡大や収益の向上の実現及び投資主価値の最大化を目指してまいります。

　本投資法人は、上場後初の決算を迎えることとなります。平成28年6月2日に取得した10資産、取得価格計
7,870百万円の資産を運用しておりますが、平成28年は記録的な日射量の不足等が言われており、発電量が
懸念されたものの、各資産について安定的な発電量を示し、その結果、営業収益382百万円、営業利益183百
万円、経常利益161百万円、当期純利益158百万円となりました。また、1口当たり分配金は、3,121円となり、
予想の2,981円を140円上回ることとなりました。現状の保有資産につきましては、引き続き安定的なキャッ
シュフロー及び収益を確保しながらも、スポンサーサポート契約に基づき、スポンサーである株式会社タカ
ラレーベンが有する再生可能エネルギー発電設備の運営ノウハウやブランド力等の様々な支援を受けると
ともに、資産運用会社独自のネットワークを活用し、外部成長を図ってまいります。
　外部成長の1つとして、この度、平成29年1月20日付でスポンサーである株式会社タカラレーベンより、LS
神栖波崎発電所を取得することを決議いたしました。当該発電所は、借入れ及び増資等の資金調達は行わず、

本投資法人の余剰資金を活用し、取得することとしております。これに
より、１口当たりの純利益の増加を図ることで、投資主価値の向上に資
すると考えております。このように、本投資法人は、余剰資金等を用い
る外部成長及び内部成長により、純利益に基づく分配金の増額を図っ
てまいります。
　投資主の皆様におかれましては、今後とも末永く変わらぬご支援、ご
鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

タカラレーベン・インフラ投資法人
執行役員

菊池　正英

投資主の皆様へ



04 05

投資主価値の最大化を
目指します。

タカラアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

舟本　哲夫

TOPインタビュー

上場までの経緯をお聞かせください。Q1
インフラファンド市場は、平成23年9月に発足した上場インフラ市場研究会において研
究を重ね、平成27年4月に東京証券取引所に開設された新市場です。

当社は、平成25年10月に上場インフラファンドの資産運用会社という位置づけで設立し、イン
フラファンド市場の開設前から上場を見据え準備をしてまいりました。
新市場への初の上場ということもあり、投資法人の設立や許認可の取得、各種規程等の策定な
ど、ほぼ全てがゼロからの取組みになりましたが、関係各省庁、東京証券取引所等のご指導のも
と、平成28年6月2日に第1号銘柄として上場することができました。

A

タカラレーベン・インフラ投資法人の特徴について、
お聞かせください。Q2
収益の安定性を確保している点が、最大の特徴であると考えています。
安定したキャッシュフローを確保する仕組みとして、本投資法人が取得する太陽光発電

設備は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に裏付けられた稼働済みの設備とし、かつ、賃
料形態は、最低保証賃料と実績連動賃料を組み合わせたものとしております。
最低保証賃料は、第三者によって算出された発電予測量を勘案して算出された将来の月ごとの
想定売電価格の100%(同額)としています。賃料の大部分が最低保証賃料となるように設定し
たことにより、賃料収入の安定化を図っています。

A

現在、保有資産は10資産17.8MWということですが、
今後の成長戦略についてお聞かせください。Q3
上場時の取得資産が78．7億円でのスタートであったことから、資産規模の拡大が、本
投資法人の最大の課題と考えております。A

今後の戦略といたしましては、まずはスポンサーから付与された優先的売買交渉権を活用し、
資産の取得を図っていきます。
また、開発許可を取得したもので、比較的買取単価の高い未開発案件についても、スポンサーと
連携の上、積極的に案件化していく方針としております。
さらに、本投資法人の上場を機に、一定のベンチマークができたことにより、セカンダリーマー
ケットが徐々に動き出してきています。今後、セカンダリーマーケットの成長がさらに期待さ
れる中で、優良資産の取得に努めていきたいと考えております。

取得の予定を発表されたLS神栖波崎発電所について、
お聞かせください。Q4
平成29年1月20日付で太陽光発電設備であるLS神栖波崎発電所を取得することを決定
いたしました。本発電所は、茨城県神栖市に所在しており、パネル出力は1.20MWです。

本発電所は増資及び借入れを行わずに、本投資法人の余剰資金を利用して取得することによ
り純利益の増加を図ることで1口当たりの分配金の増加に貢献すると考えております。本投資
法人は純利益を基にした分配金を増加させることが投資家の方々への貢献に繋がると考えて
おり、余剰資金を活用した積極的な外部成長機会を模索していきます。

A

最後に、投資主の皆様へメッセージをお願いいたします。Q5
本投資法人は、平成28年6月2日にインフラファンド市場に第1号銘柄として上場するこ
とができました。

これもひとえに投資主の皆様のご支援の賜と思っております。誠にありがとうございます。
これからも、投資主の皆様のご期待に応えられるよう、投資主価値の最大化を目指して努力を
してまいる所存でございます。何卒、今後とも厚いご支援を、よろしくお願いいたします。

A

パネル出力 1,200.00kW
パネル設置枚数 4,800枚
発電出力 990.00kW
調達価格 36円/kWh
調達期間満了日 平成48年3月21日
買取電気事業者 東京電力エナジーパートナー株式会社
稼働初年度想定
年間発電電力量 1,408.02MWh

稼働初年度想定
設備利用率 13.39％

オペレーター 株式会社タカラレーベン
EPC業者 株式会社ニカデン／株式会社野口商事
パネルメーカー デルソーラー社
パワコン供給者 富士電機株式会社
O&M業者 東洋ビルメンテナンス株式会社
敷地面積 12,819㎡
敷地の権利形態 地上権
パネルの種類 多結晶シリコン

所在地 茨城県神栖市波崎字村後2487-1　他12筆
取得予定価格 470百万円
発電所の評価額

（価格時点）
438～588百万円  （平成28年12月31日）

（評価者：PwCサステナビリティ合同会社）
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本投資法人は、太陽光発電設備等を主とする再生可能エネルギー発電設備等へ投資します。税務上の
導管性を充足するため、本投資法人は、投資した再生可能エネルギー発電設備等については賃借人へ
賃貸し、賃借人から賃料を受領します。

接続電気事業者
買取電気事業者 投資主

金融機関等

接続 売電 出資

貸出

売電料 分配金

元利金

資産運用

土地賃貸・地上権設定保険金

保守・管理報酬

賃料・地代保険料

保守・管理

資産運用報酬

スポンサーサポート

太陽光発電設備等賃料

商標使用許諾

太陽光発電設備等賃貸

地権者

O&M業者

保険会社

本投資法人 本資産運用会社
賃借人兼

オペレーター

スポンサー

‥本投資法人の仕組みと特性 ‥本投資法人の運用戦略

‥タカラレーベンの概要
スポンサーであるタカラレーベンは、昭和47年9月に設立され、戸建分譲事業及び分譲マンション事
業を展開し、平成16年に東京証券取引所市場第一部に上場し、株式会社不動産経済研究所（以下「不動
産経済研究所」といいます。）によれば、平成27年全国マンション供給実績ランキングにおいては10
位（戸数ベース）となっています。また、不動産経済研究所によれば、太陽光発電マンションの供給実績
は5年連続全国1位を維持しています。

全国マンション供給実績（平成27年）　10位 太陽光発電マンション供給実績　5年連続 1位

■ 収入の安定化

本投資法人は、太陽光発電設備は、発電コストや電力供給の不安定性、発電効率等について課題はあ
るものの、メンテナンスが比較的容易かつ燃料調達の必要がないため、安定的な発電が期待できる発
電施設であり、また、固定価格買取制度により長期の買取価格が保証されていることから、安定した
キャッシュフローを生み出す施設であると考えています。組入資産については、以下の基準を原則と
して、収入の安定化を実現します。

（ⅰ） 取得資産は原則として稼働済みの太陽光発電設備等であること

（ⅱ） 各発電設備に対し、火災保険、利益保険及び賠償責任保険を付すこと

（ⅲ） O＆M業務の外部委託により、適切なメンテナンスを実施すること

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約において、賃料は、原則として、最低保証賃料と実績連動
賃料を組み合わせた形態にし、かつ、その大部分が最低保証賃料となるように設定することにより、賃
料収入の安定化を図ります。なお、実際の発電量が予測値を下回っても、最低保証賃料額を賃借人より
収受する契約とします。

固定価格買取制度に基づく発電事業は安定したキャッシュフローが見込めることから、上記のような
最低保証賃料を設定することが可能となり、その結果、本投資法人においても安定したキャッシュフ
ローの確保が見込めるものと考えられます。

組入資産について

賃料形態について

安定したキャッシュフローの確保

売電 太陽光発電設備等賃貸

売電料 太陽光発電設備等賃料

本投資法人

固定価格買取制度により、賃借人は長期にわたって
固定価格で電気の買取を保証される

賃借人
（発電事業者）

買取電気事業者
（電力会社）タカラレーベンにおける太陽光発電事業の実績

平成28年9月末　61MWが稼働 平成31年3月期の目標 130MW

（注）保有資産を含む本投資法人その他の第三者から賃借して運営することを想定している太陽光発電設備の発電出力が含まれています。

発電規模

タカラレーベンは、平成25年よりメガソーラー事業にも参入しており、平成28年9月末時点で、25箇
所でパネル出力合計61MW規模の発電出力を有する太陽光発電設備等を既に稼働させています。平
成27年5月11日発表の新中期経営計画でも平成31年3月期の目標としてパネル出力130MW（注）ま
での成長を公表しています。

本投資法人の概要

太陽光発電設備等の
維持・管理等

オペレーター報酬
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タカラレーベンは、これまでの太陽光発電設備の開発及び太陽光発電事業の運営を通して、高い事業
運営ノウハウを有しています。本投資法人及び本資産運用会社は、以下の内容を有するスポンサーサ
ポート契約及び商標の使用等に関する覚書をタカラレーベンとの間で締結しています。これらによ
り、外部成長及び内部成長に関連するスポンサーからの様々なサポートやスポンサーのブランド力を
活用することが可能となり、今後の本投資法人の成長に寄与するものと考えています。

■ 本資産運用会社のネットワーク

■ 適切な保守メンテナンス体制の維持

■ スポンサーグループによるサポート

■ 資産価値の維持・向上に資する修繕計画

本資産運用会社は、タカラレーベングループの一員として、主に太陽光発電設備等に特化した資産運
用を受託しています。本投資法人は、タカラレーベンが培った太陽光発電事業全般における運営ノウ
ハウを享受するとともに、本資産運用会社独自のノウハウにより、本投資法人の中長期的な成長に寄
与することができるものと考えています。また、本資産運用会社は、本投資法人の主な投資対象である
太陽光発電設備等の取得機会の拡大・促進を図るため、タカラレーベングループ以外の情報網の拡大
を図り、資産情報を収集します。

本投資法人は、自ら又は賃借人をして、太陽光発電設備のO&M業務を技術的なノウハウを有する業
者に委託し、保有資産に係る適切な設備の点検や修繕及び設備更新を図ることにより、中長期的な視
点から資産価値の維持・向上を図り、中長期的な収益の安定を図ります。

本投資法人は、今後、スポンサーから付与された優先的売買交渉権を活用することにより、資産の拡大
を図る方針です。また、スポンサーは、これまでの太陽光発電事業を通じて、太陽光発電事業を営む他
の事業会社、ファンド運営会社、個人事業主などの第三者とのリレーションやネットワークを有して
おり、係るネットワークを通じて取得した第三者保有物件の売却情報についても、スポンサーサポー
ト契約において、本投資法人が情報提供を受けることができるものとされており、今後の本投資法人
の外部成長に資するものと考えています。

本投資法人は、中長期的な運用資産の収益の維持向上を図ることを目的として、運用資産の状況及び
特性等を考慮した個別資産ごとの修繕計画を、オペレーター及びO&M業者と協議の上策定し、必要
な修繕及び資本的支出を行うものとします。修繕及び資本的支出は、原則としてポートフォリオ全体
の減価償却費もあわせて勘案して判断するものとします。ただし、運用資産のパフォーマンスの維持
及び向上に資するものと合理的に判断したものについては、早期に実施するものとします。なお、運営
期間中に発生する再生可能エネルギー発電設備等の維持、管理、修繕等に要する費用は再生可能エネ
ルギー発電設備等の保有者たる賃貸人が負担することとし、それ以外の再生可能エネルギー発電設備
等の日常的な維持、管理、修繕等に要する費用は原則として賃借人が負担することとします。

タカラレーベン・インフラ投資法人

株式会社タカラレーベン

●   タカラレーベングループ保有物件情報の
優先的提供及び優先的売買交渉権の付与

● 第三者保有物件情報の提供
● 資産取得業務等の支援
● ウェアハウジング機能の提供
● 資産の共有に関する協議

外部成長戦略関連

タカラアセットマネジメント株式会社

内部成長戦略関連
● 賃貸借契約の締結協議
● オペレーターの選定等支援
● O&M業者の選定等支援
● 売却資産に関する情報の提供
● 固定価格買取期間終了後の電力売却支援
● 融資に関する情報提供等
● 境界紛争に係る対応支援
● 土壌汚染に係る対応支援
● その他の支援（人的サポート・ノウハウの提供等）

‥スポンサーサポートの活用 ‥外部成長戦略

‥内部成長戦略

成長戦略
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LS青森平内発電所
青森県

栃木県

茨城県

千葉県

鹿児島県

宮城県

S-09

LS宮城大郷発電所S-07

LS美浦発電所S-04

LS水戸高田発電所S-08

LS利根布川発電所S-10

LS霧島国分発電所S-05

LS匝瑳発電所S-06

LS千葉若葉区発電所S-03

LS塩谷発電所S-01

LS筑西発電所S-02

取得資産総額 ポートフォリオ合計パネル出力

78.7億円 17,881.63kW

地域別分散状況 オペレーター別
分散状況

パネルメーカー別
分散状況

■ 東北地方 2件 19.4%
■ 関東地方 7件 68.7%
■ 九州地方 1件 11.9%

■ （株）タカラレーベン 10件 100% ■ シャープ（株） 1件 16.7％
■ ハンファＱセルズジャパン（株） 3件 21.0％
■ Solar World AG. 2件 15.4％
■ Solartech Energy Corp. 1件 11.9％
■ 友達光電股份有限公司 1件   8.5％
■ サンテックパワージャパン（株） 1件 10.3％
■ ソーラーフロンティア（株） 1件 16.0％

物件
番号 物件名称 所在地 取得価格

（百万円）
比率

（％）
期末評価価値
（百万円）

パネル出力
（kW）

買取価格
（円/kWh）

残存調達期間
（年） オペレーター 買取電気事業者 パネルメーカー

S-01 LS塩谷発電所 栃木県塩谷郡 1,315 16.7 1,460 2,987.25 40 16年7ヶ月 タカラレーベン 東京電力エナジーパートナー株式会社 シャープ株式会社

S-02 LS筑西発電所 茨城県筑西市 519 6.6 580 1,083.24 40 17年3ヶ月 タカラレーベン 東京電力エナジーパートナー株式会社 ハンファQセルズジャパン株式会社

S-03 LS千葉若葉区発電所 千葉県千葉市 222 2.8 247 495.00 40 17年3ヶ月 タカラレーベン 東京電力エナジーパートナー株式会社 Solar World AG.

S-04 LS美浦発電所 茨城県稲敷郡 431 5.5 481 1,055.70 36 17年7ヶ月 タカラレーベン 東京電力エナジーパートナー株式会社 ハンファQセルズジャパン株式会社

S-05 LS霧島国分発電所 鹿児島県霧島市 937 11.9 1,053 2,009.28 40 17年9ヶ月 タカラレーベン 九州電力株式会社 Solartech Energy Corp.
（昇陽光電科技股份有限公司）

S-06 LS匝瑳発電所 千葉県匝瑳市 666 8.5 754 1,796.08 36 18年0ヶ月 タカラレーベン 東京電力エナジーパートナー株式会社 友達光電股份有限公司（AUO）

S-07 LS宮城大郷発電所 宮城県黒川郡 818 10.4 911 2,040.00 36 18年3ヶ月 タカラレーベン 東北電力株式会社 サンテックパワージャパン株式会社

S-08 LS水戸高田発電所 茨城県水戸市 991 12.6 1,104 2,128.00 36 18年3ヶ月 タカラレーベン 東京電力エナジーパートナー株式会社 Solar World AG.

S-09 LS青森平内発電所 青森県東津軽郡 705 9.0 789 1,820.00 36 18年7ヶ月 タカラレーベン 東北電力株式会社 ハンファQセルズジャパン株式会社

S-10 LS利根布川発電所 茨城県北相馬郡 1,261 16.0 1,397 2,467.08 36 19年0ヶ月 タカラレーベン 東京電力エナジーパートナー株式会社 ソーラーフロンティア株式会社

ポートフォリオ合計 7,870 100.0 8,778 17,881.63 　　ー ー ー ー ー

‥ポートフォリオデータ（平成28年11月30日現在）

‥ポートフォリオ一覧

‥ポートフォリオマップ

‥ポートフォリオの分散状況（取得価格ベース）

ポートフォリオの概要

（注）比率は小数点第3位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならないことがあります。
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S-01 LS塩谷発電所

（注1）写真中央の鉄塔は、当該発電所と接続されているわけではありません。
（注2）太陽光発電設備の使用期間の経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下することが想定されています。以下、各保有資産について同じです。
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S-10 LS利根布川発電所
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■実績売電量　■想定発電量（kWh）
S-03 LS千葉若葉区発電所

（注）当該発電所の実績売電量のグラフのみ、他の保有資産とは異なるスケールで作成されています。
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S-08 LS水戸高田発電所

第2期末保有資産

パネル出力 2,987.25kW
調達期間満了日 平成45年7月30日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 東洋ビルメンテナンス
株式会社

発電出力 1,990.00kW
稼働初年度想定
年間発電電力量（注2） 3,254.193MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 40円／kWh

パネル出力 1,796.08kW
調達期間満了日 平成46年12月17日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 東洋ビルメンテナンス
株式会社

発電出力 1,796.08kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 2,117.949MWh

敷地の権利形態 地上権
調達価格 36円／kWh

パネル出力 1,083.24kW
調達期間満了日 平成46年3月17日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 東洋ビルメンテナンス
株式会社

発電出力 800.00kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 1,254.150MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 40円／kWh

パネル出力 2,040.00kW
調達期間満了日 平成47年3月29日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 東洋ビルメンテナンス
株式会社

発電出力 1,951.20kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 2,251.259MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 36円／kWh

パネル出力 495.00kW
調達期間満了日 平成46年3月26日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 東洋ビルメンテナンス
株式会社

発電出力 495.00kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 571.316MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 40円／kWh

パネル出力 2,128.00kW
調達期間満了日 平成47年3月26日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 東洋ビルメンテナンス
株式会社

発電出力 1,990.00kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 2,552.143MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 36円／kWh

パネル出力 1,055.70kW
調達期間満了日 平成46年7月21日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 東洋ビルメンテナンス
株式会社

発電出力 990.00kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 1,206.054MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 36円／kWh

パネル出力 1,820.00kW
調達期間満了日 平成47年7月20日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 オ リ ッ ク ス・フ ァ シ リ
ティーズ株式会社

発電出力 1,820.00kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 2,071.534MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 36円／kWh

パネル出力 2,009.28kW
調達期間満了日 平成46年9月15日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 オ リ ッ ク ス・フ ァ シ リ
ティーズ株式会社

発電出力 1,990.00kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 2,320.027MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 40円／kWh

パネル出力 2,467.08kW
調達期間満了日 平成47年12月10日
オペレーター 株式会社タカラレーベン

O&M業者 東洋ビルメンテナンス
株式会社

発電出力 1,990.00kW
稼働初年度想定
年間発電電力量 3,154.708MWh

敷地の権利形態 所有権
調達価格 36円／kWh

（注）
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1 資産運用の概況
1‥投資法人の運用状況等の推移

期　別
第　1　期

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

第　2　期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

営業収益 （百万円） － 382

（うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業収益）（百万円） － 382

営業費用 （百万円） 6 199

（うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業費用）（百万円） － 175

営業利益又は営業損失（△） （百万円） △6 183

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △6 161

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △4 158

出資総額 （百万円） 200 4,705

発行済投資口の総口数 （口） 2,000 49,424

総資産額 （百万円） 222 9,041

（対前期比） （％） － 3,970.5

純資産額 （百万円） 195 4,859

（対前期比） （％） － 2,385.7

有利子負債額 （百万円） － 4,163

1口当たり純資産額（基準価額） （円） 97,748 98,323

分配金総額 （百万円） － 154

1口当たり分配金 （円） － 3,121

（うち1口当たり利益分配金） （円） － 3,121

（うち1口当たり利益超過分配金） （円） － －

総資産経常利益率（注4） （％） △3.0 3.5

（年換算値）（注5） （％） △3.6 7.0

自己資本利益率（注4） （％） △2.3 6.3

（年換算値）（注5） （％） △2.8 12.6

自己資本比率（注4） （％） 88.0 53.7

（対前期増減） （％） － △34.3

配当性向（注4） （％） － 97.1

【その他参考情報】

当期運用日数（注1） （日） 301 182

期末投資物件数 （件） － 10

減価償却費 （百万円） － 150

資本的支出額 （百万円） － －

賃貸NOI（Net Operating Income）（注4） （百万円） － 357

FFO（Funds from Operation）（注4） （百万円） △4 309

1口当たりFFO（注4） （円） △2,251 6,256

期末総資産有利子負債比率（LTV）（注4） （％） － 46.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（注4） （％） － 1,408

2‥当期の資産の運用の経過
①‥投資法人の主な推移
　本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投信法」といいます。）に基づき、タカラアセットマネ
ジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立発起人として、平成27年8月5日に出資金200百万円
（2,000口）で設立し、平成27年9月2日に関東財務局への登録が完了しました（登録番号　関東財務局長第105号）。
　その後、本投資法人は、平成28年6月1日に公募による投資口の追加発行（45,166口）を行い、翌日、株式会社東京証
券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）インフラファンド市場（銘柄コード9281）に上場しました。

②‥運用実績
　当期における日本経済は、アジア新興国や資源国等の成長鈍化や英国のEU離脱問題などの海外リスクを要因とし
て、企業収益の改善に一部弱さが見られたものの、日本政府による各種政策により、雇用及び所得環境は改善傾向に
あり、緩やかな回復基調が続きました。
　再生可能エネルギー発電設備等を取り巻く環境においては、一次エネルギー自給率の向上及び温室効果ガスの排
出量削減が依然として課題となっており、自然エネルギーを活用した再生可能エネルギー発電設備等の導入により、
このような日本のエネルギー政策における課題解決が期待されています。
　このような環境の中、本投資法人は規約に定める資産運用の基本方針等に基づき、一般募集（公募）による新投資口
の発行による手取金及び借入金により、平成28年6月2日付にて10物件（取得価格合計7,870百万円）の太陽光発電
設備等を取得し、運用を開始しました。
　この結果、当期末時点の本投資法人の保有資産合計は、10物件（取得価格合計7,870百万円）、総パネル出力は
17.8MWとなりました。

③‥資金調達の概要
　本投資法人は、平成28年6月1日に公募による投資口の追加発行（45,166口）を行い、東京証券取引所インフラ
ファンド市場に上場（銘柄コード9281）しました。さらに平成28年7月1日には、第三者割当による新投資口の発
行（2,258口）を実施しました。この結果、当期末時点における出資総額は4,705百万円、発行済投資口の総口数は
49,424口となっています。
　また、再生可能エネルギー発電設備等10物件の取得資金及びそれに関連する諸費用（消費税及び地方消費税を含
みます。）に充当するため、平成28年6月2日付にて、4,290百万円の資金の借入れを行いました。一方で、当期末にお
いて、約定弁済を行い、当期末時点の借入金は、4,163百万円となりました。この結果、総資産に占める有利子負債の
割合については、当期末時点で46.1％となっております。

（注1）タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の営業期間は、毎年6月1日から11月末日まで及び12月1日から翌年5月末日までの各6ヶ
月間ですが、第1期営業期間は本投資法人設立の日（平成27年8月5日）から平成28年5月末日までです。また、第2期の計算期間は平成28年6月1日から平成28年
11月30日までの183日間ですが、実質的な資産運用期間は平成28年6月2日から平成28年11月30日までの182日間です。

（注2）営業収益等には消費税等は含まれていません。
（注3）特に記載のない限りいずれも記載未満の数値については切り捨て、比率は小数第2位を四捨五入して表示しています。
（注4）以下の算定式により算出しています。

総資産経常利益率 経常利益÷｛（期首総資産額＋期末総資産額）÷2｝×100
自己資本利益率 当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷2｝×100
自己資本比率 期末純資産額÷期末総資産額×100
配当性向 分配金総額（利益超過分配金を含みません。）÷当期純利益×100
賃貸NOI（NetOperatingIncome） 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業収益－再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業費用＋減価償却費
FFO（FundsfromOperation） 当期純利益＋減価償却費±再生可能エネルギー発電設備等売却損益
1口当たりFFO FFO÷発行済投資口の総口数
期末総資産有利子負債比率（LTV） 期末有利子負債額÷期末総資産額×100
インタレスト・カバレッジ・レシオ （営業利益＋受取利息＋受取配当金）÷支払利息×100

（注5）第1期については実質的な運用を開始していないため、平成27年8月5日から平成28年5月31日の経過日数に基づいて年換算値を算出しています。また、平成28
年11月期の計算期間は平成28年6月1日から平成28年11月30日までの183日間ですが、実質的な資産運用期間は平成28年6月2日から平成28年11月30日ま
での182日間です。

Ⅰ.資産運用報告
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④‥業績及び分配の概要
　上記運用の結果、当期の業績は、営業収益382百万円、営業利益183百万円、経常利益161百万円、当期純利益158
百万円となりました。
　分配金については、本投資法人の規約第38条に定める金銭の分配の方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に
規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。
　当期の分配金は、当期未処分利益154百万円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除
く全額154百万円を利益分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は、3,121円となりま
した。なお、取得資産の平成28年度の固定資産税について保有資産の売主と期間按分した結果、本投資法人が負担し
て支払う精算金相当額が取得原価に算入されるため費用計上されず、市場の平均と比較して相応の利益の分配が可
能であったため、利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）は行わないこととしました。

3‥増資等の状況
　本投資法人の設立以降平成28年11月30日までの出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は以下のとおりです。

年月日 摘　要
出資総額（百万円） 発行済投資口の総口数（口）

備　考
増　減 残　高 増　減 残　高

平成27年 8月 5日 私募設立 200 200 2,000 2,000 （注1）

平成28年 6月 1日 公募増資 4,290 4,490 45,166 47,166 （注2）

平成28年 7月 1日 第三者割当増資 214 4,705 2,258 49,424 （注3）

（注1）本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格100,000円で投資口を発行しました。
（注2）1口当たり発行価格100,000円（発行価額95,000円）にて新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
（注3）1口当たり発行価額95,000円にて、第三者割当による新投資口の発行を行いました。

4‥分配金等の実績
　当期の分配金は、当期未処分利益154百万円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除
く全額154百万円を利益分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は、3,121円となりま
した。

期　別
第　1　期

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

第　2　期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） （千円） △4,503 154,266

利益留保額 （千円） △4,503 14

金銭の分配金総額 （千円） － 154,252

（1口当たり分配金） （円） （－） （3,121）

うち利益分配金総額 （千円） － 154,252

（1口当たり利益分配金） （円） （－） （3,121）

うち出資払戻総額 （千円） － －

（1口当たり出資払戻額） （円） （－） （－）

出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額から
の分配金総額 （千円） － －

（1口当たり出資払戻額のうち1口当たり一時差
異等調整引当額分配金） （円） （－） （－）

出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配か
らの分配金総額 （千円） － －

（1口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減
少分配からの分配金） （円） （－） （－）

5‥今後の運用方針及び対処すべき課題
①‥今後の運用見通し
　今後の日本経済は、アジア新興国や資源国等の成長鈍化等の影響により、輸出及び生産面において景気回復が減速
するものと考えられるものの、雇用及び所得環境の改善等を下支えとして、引き続き緩やかな回復基調が続くことが
期待されます。但し、米国の新大統領の就任及び政策金利の引き上げ、中国を始めとするアジア新興国等の景気下振
れリスク等の海外経済・政治の不確実性の高まりには、引き続き留意が必要であると考えます。
　再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備を取り巻く環境においては、固定価格買取制度の導入後、認
定（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号。その後の改正を
含みます。）（以下「再エネ特措法」といいます。）の認定をいいます。以下同じです。なお、以下、当該認定を特に「設備認
定」ということがあります。）を受けた10kW以上の太陽光発電設備（非住宅用）の容量は、平成28年7月末時点で約
75GWとなっており、うち実際に導入されたものは約25GWとなっています。過去の新規認定・導入の推移からは、
開発期間が1年程度であるにもかかわらず、認定から当該期間が経過した後も導入されていないケースが多いことが
推定され、現時点においては開発見込みがないものが相応にあると考えられます。他方、経済産業省によると平成27
年7月時点の長期エネルギー需給見通しでは、平成42年度には約64GW（うち非住宅用は約55GW）の導入が見込ま
れるとされており、固定価格買取制度開始後に新規導入された再生可能エネルギーの容量における10kW以上の太
陽光発電の割合は平成28年7月末時点で95.0％を占めています。このような環境を踏まえ、本投資法人は当面の間、
太陽光発電設備を主たる投資対象とし、以下に掲げる成長戦略に基づき、資産の取得及び運用を行います。

②‥外部成長戦略
　本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサーである株式会社タカラレーベンが培った太陽光発電事業全般にお
ける運営ノウハウを享受するとともに、本資産運用会社独自のノウハウにより、本投資法人の中長期的な成長に寄
与することができるものと考えています。また、本資産運用会社は、本投資法人の主な投資対象である太陽光発電設
備等の取得機会の拡大・促進を図るため、タカラレーベン及びその子会社（以下「タカラレーベングループ」といいま
す。）以外の情報網の拡大を図り、資産情報を収集します。本投資法人は、係る本資産運用会社が収集する資産情報を
基に、タカラレーベングループ以外の第三者からも太陽光発電設備等を取得（稼働済みの太陽光発電設備等のセカン
ダリー取引による取得を含みます。）することを目指します。
　また、本投資法人及び本資産運用会社は、外部成長に関連するスポンサーからの様々なサポートを活用することが
可能であり、今後の外部成長に寄与するものと考えています。本投資法人は、今後、スポンサーから付与された優先的
売買交渉権を活用することにより、資産の拡大を図る方針です。また、スポンサーは、これまでの太陽光発電事業を通
じて、太陽光発電事業を営む他の事業会社、ファンド運営会社、個人事業主などの第三者とのリレーションやネット
ワークを有しており、係るネットワークを通じて取得した第三者保有物件の売却情報についても、スポンサーサポー
ト契約において、本投資法人が情報提供を受けることができるものとされており、今後の本投資法人の外部成長に資
するものと本投資法人は考えています。

③‥内部成長戦略
　本投資法人は、自ら又は賃借人をして、太陽光発電設備のO&M業務を技術的なノウハウを有する業者に委託し、取
得資産に係る適切な設備の点検や修繕及び設備更新を図ることにより、中長期的な視点から資産価値の維持・向上を
図り、中長期的な収益の安定を図ります。
　また、本投資法人は、中長期的な運用資産の収益の維持向上を図ることを目的として、運用資産の状況及び特性等
を考慮した個別資産ごとの修繕計画を、オペレーター及びO&M業者と協議の上策定し、必要な修繕及び資本的支出
を行うものとします。修繕及び資本的支出は、原則としてポートフォリオ全体の減価償却費もあわせて勘案して本投
資法人が判断するものとします。但し、運用資産のパフォーマンスの維持及び向上に資するものと本投資法人が合理
的に判断したものについては、早期に実施するものとします。なお、運営期間中に発生する再生可能エネルギー発電
設備等の維持、管理、修繕等に要する費用（再生可能エネルギー発電設備等に賦課される公租公課、再生可能エネル
ギー発電設備等に係る資本的支出、再生可能エネルギー発電設備を構成する機器又は部品の交換に係る新たな機器
又は部品の代金、O&M業者に支払うべき委託料その他の費用、本投資法人が保険契約者又は被保険者となる再生可
能エネルギー発電設備に係る保険の保険料を含みます。）は再生可能エネルギー発電設備等の保有者たる賃貸人（本
投資法人）が負担することとし、それ以外の再生可能エネルギー発電設備等の日常的な維持、管理、修繕等に要する費
用は原則として賃借人が負担することとします。

6‥決算後に生じた重要な事実
　該当事項はありません。

Ⅰ.資産運用報告
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2 投資法人の概況
1‥出資の状況

期　別 第　1　期
平成28年5月31日

第　2　期
平成28年11月30日

発行可能投資口総口数 （口） 10,000,000 10,000,000

発行済投資口の総口数 （口） 2,000 49,424

出資総額 （百万円） 200 4,705

投資主数 （人） 1 2,436

2‥投資口に関する事項
　平成28年11月30日現在の投資主のうち、主要な投資主は以下のとおりです。

氏名又は名称 所有投資口数
（口）

発行済投資口の
総口数に対する

所有投資口数の割合
（％）

株式会社タカラレーベン 7,028 14.21

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,290 4.63

株式会社SBI証券 2,007 4.06

香川県信用組合 1,700 3.43

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,595 3.22

大和信用金庫 1,500 3.03

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 1,477 2.98

寺田　英司 1,030 2.08

株式会社香川銀行 1,000 2.02

株式会社常陽銀行 1,000 2.02

富国生命保険相互会社 1,000 2.02

合　計 21,627 43.75

（注）発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数点第2位未満を切り捨てて記載しています。

3‥役員等に関する事項
①‥当期における執行役員、監督役員及び会計監査人

役職名 氏名又は名称 主な兼職等

当該営業期間に
おける役職ごとの

報酬の総額
（千円）

執行役員 菊池　正英 タカラアセットマネジメント株式会社
代表取締役副社長 －

監督役員

鈴木　隆
京総合法律事務所　パートナー
株式会社マネーパートナーズグループ
取締役（監査等委員）

2,400

森田　康裕
森田康裕公認会計士事務所　所長
グローバル・ワン不動産投資法人
監督役員

会計監査人 太陽有限責任監査法人 － 3,500

（注）執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。また、監督役員は、上記記載以外の他の法人の役員である場合
がありますが、上記を含めいずれも本投資法人と利害関係はありません。

②‥会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　会計監査人の解任については、投信法の定めに従い、また不再任については、諸般の事情を総合的に勘案して、投資
主総会を経て決定する方針です。

4‥資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
　平成28年11月30日現在における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は以下のとおりです。

委託区分 名　称

資産運用会社 タカラアセットマネジメント株式会社

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（機関運営事務等） 三井住友信託銀行株式会社

一般事務受託者（投資主名簿等管理人） みずほ信託銀行株式会社

一般事務受託者（会計事務等） 税理士法人平成会計社

一般事務受託者（税務） PwC税理士法人

Ⅰ.資産運用報告
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3 投資法人の運用資産の状況
1‥インフラ投資法人の資産の構成
　平成28年11月30日現在における本投資法人の資産の構成は、以下のとおりです。

第　1　期
平成28年5月31日現在

第　2　期
平成28年11月30日現在

資産の種類 保有総額 対総資産比率 保有総額 対総資産比率

再生可能エネルギー
発電設備

千円
－

％
－

千円
6,153,305

％
68.1

不動産 千円
－

％
－

千円
1,596,343

％
17.7

借地権 千円
－

％
－

千円
45,368

％
0.5

再生可能エネルギー
発電設備等計

千円
－

％
－

千円
7,795,017

％
86.2

預金・その他資産 千円
222,134

％
100.0

千円
1,246,901

％
13.8

資産総額計 222,134千円
（－）

100.0　％
（－）

9,041,918千円
（－）

100.0　％
（－）

（注1）対総資産比率は、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
（注2）保有総額は貸借対照表計上額によっています。なお、第1期のその他資産の保有総額には、建設仮勘定29,281千円が含まれております。
（注3）括弧内の数値は対象資産中に占める実質的にインフラ資産に相当する部分を記載しています。

2‥主要な保有資産
　平成28年11月30日現在、本投資法人が保有する主要な保有資産（帳簿価額上位10物件）の概要は以下のとおりです。

インフラ資産等の資産の名称
インフラ資産等の資産から生ずる

収益に関する事項（総賃料）
（千円）

帳簿価額
（百万円）

LS塩谷発電所 60,307 1,296

LS利根布川発電所 55,877 1,249

LS水戸高田発電所 45,208 984

LS霧島国分発電所 46,619 927

LS宮城大郷発電所 40,321 808

LS青森平内発電所 39,786 699

LS匝瑳発電所 38,289 659

LS筑西発電所 23,623 517

LS美浦発電所 21,167 428

LS千葉若葉区発電所 11,390 222

合　計 382,592 7,795

（注）インフラ資産等の資産の投資判断に影響を及ぼす事項はありません。

Ⅰ.資産運用報告



22 23

　ロ再生可能エネルギー発電設備等の明細表
設備の
区分等 No. 名　称 所在地 敷地面積

（㎡）
調達価格
（円） 認定日 調達期間

満了日

太陽光
発電設備 S-01 LS塩谷発電所 栃木県塩谷郡塩谷町

大字田所字八汐1601番19 36,727 40 平成24年
12月21日

平成45年
7月30日

太陽光
発電設備 S-02 LS筑西発電所 茨城県筑西市樋口

字沼田492番他10筆 18,546 40 平成25年
3月6日

平成46年
3月17日

太陽光
発電設備 S-03 LS千葉若葉区発電所 千葉県千葉市若葉区野呂町

1336番16他1筆 4,471 40 平成25年
2月27日

平成46年
3月26日

太陽光
発電設備 S-04 LS美浦発電所 茨城県稲敷郡美浦村大字木原

字大隅2872番1他7筆 14,592 36 平成25年
9月2日

平成46年
7月21日

太陽光
発電設備 S-05 LS霧島国分発電所 鹿児島県霧島市国分重久

字篠ヶ迫4566番1他1筆 47,290 40 平成25年
3月29日

平成46年
9月15日

太陽光
発電設備 S-06 LS匝瑳発電所 千葉県匝瑳市東小笹

字塩場潟3994番1他1筆 25,224 36 平成25年
9月2日

平成46年
12月17日

太陽光
発電設備 S-07 LS宮城大郷発電所 宮城県黒川郡大郷町東成田

字板谷東山1番5他1筆 57,311 36 平成25年
11月1日

平成47年
3月29日

太陽光
発電設備 S-08 LS水戸高田発電所 茨城県水戸市高田町

字台15番1他8筆 36,616 36 平成25年
12月5日

平成47年
3月26日

太陽光
発電設備 S-09 LS青森平内発電所 青森県東津軽郡平内町

大字中野字堤ヶ沢9番1他11筆 61,171 36 平成26年
3月17日

平成47年
7月20日

太陽光
発電設備 S-10 LS利根布川発電所 茨城県北相馬郡利根町大字布川

字三番割5777番2他10筆 33,053 36 平成26年
2月25日

平成47年
12月10日

3‥組入資産明細
平成28年11月30日現在、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等の概要は以下のとおりです。
①‥再生可能エネルギー発電設備等明細表
　イ総括表 （単位：百万円）

資産の種類 当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

減価償却累計額
又は償却累計額 差引

当期末
残高

摘　要
　 当期

償却額

有
形
固
定
資
産

構築物 － 1,751 － 1,751 42 42 1,708 （注1）

機械及び装置 － 4,461 － 4,461 96 96 4,365 （注1）

工具、器具及び備品 － 90 － 90 11 11 78 （注1）

土地 － 1,596 － 1,596 － － 1,596 （注1）

建設仮勘定 29 － 29 － － － － －

合　計 29 7,900 29 7,900 150 150 7,749 －

無
形
固
定
資
産

借地権 － 45 － 45 － － 45 （注1）

ソフトウエア － 1 － 1 0 0 1 （注2）

ソフトウエア仮勘定 1 － 1 － － － － （注3）

合　計 1 46 1 46 0 0 46 －

（注1）当期の増加理由は、全額太陽光発電設備等の取得（平成28年6月2日付）によるものです。
（注2）当期の増加理由は、全額ソフトウエア仮勘定からの振替によるものです。
（注3）当期の減少理由は、全額ソフトウエアへの振替によるものです。

Ⅰ.資産運用報告



24 25

　ハ再生可能エネルギー発電設備等の収益状況の明細

再生可能エネルギー発電設備等
の名称

第　1　期
自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

第　2　期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

賃貸事業収入
（千円）

対総賃貸事業
収入比率
（％）

賃貸事業収入
（千円）

対総賃貸事業
収入比率
（％）

S-01 LS塩谷発電所 － － 60,307 15.8

S-02 LS筑西発電所 － － 23,623 6.2

S-03 LS千葉若葉区発電所 － － 11,390 3.0

S-04 LS美浦発電所 － － 21,167 5.5

S-05 LS霧島国分発電所 － － 46,619 12.2

S-06 LS匝瑳発電所 － － 38,289 10.0

S-07 LS宮城大郷発電所 － － 40,321 10.5

S-08 LS水戸高田発電所 － － 45,208 11.8

S-09 LS青森平内発電所 － － 39,786 10.4

S-10 LS利根布川発電所 － － 55,877 14.6

合　計 － － 382,592 100.0

②‥公共施設等運営権等明細表
　該当事項はありません。

③‥不動産等組入資産明細表
　本投資法人が保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備等の用に供しているため、前記①再生可能エ
ネルギー発電設備等明細表イ総括表に含めて記載しています。

④‥有価証券組入資産明細表
　該当事項はありません。

4‥その他資産の状況
　その他特定資産の組入れはありません。

5‥国及び地域ごとの資産保有状況
　平成28年11月30日現在、日本以外の国及び地域の海外不動産等の組入れはありません。

No. 名　称 特定供給者等
の名称

特定契約の
相手方の名称

取得価額
（百万円）

（注1）

期末
評価価値

（百万円）
（注2）

インフラ
資産等の

資産の価値
の評価に

関する事項
（百万円）

（注3）（注4）
（上段：設備）

（下段：不動産）

当期末
帳簿価額

（百万円）
（注5）

S-01 LS塩谷発電所 株式会社
タカラレーベン

東京電力エナジー
パートナー株式会社 1,315 1,460

1,126 970

334 325

S-02 LS筑西発電所 株式会社
タカラレーベン

東京電力エナジー
パートナー株式会社 519 580

407 358

173 158

S-03 LS千葉若葉区発電所 株式会社
タカラレーベン

東京電力エナジー
パートナー株式会社 222 247

174 167

73 55

S-04 LS美浦発電所 株式会社
タカラレーベン

東京電力エナジー
パートナー株式会社 431 481

392 346

89 82

S-05 LS霧島国分発電所 株式会社
タカラレーベン 九州電力株式会社 937 1,053

911 771

142 155

S-06 LS匝瑳発電所 株式会社
タカラレーベン

東京電力エナジー
パートナー株式会社 666 754

703 614

50 45

S-07 LS宮城大郷発電所 株式会社
タカラレーベン 東北電力株式会社 818 911

782 687

129 121

S-08 LS水戸高田発電所 株式会社
タカラレーベン

東京電力エナジー
パートナー株式会社 991 1,104

837 732

267 251

S-09 LS青森平内発電所 株式会社
タカラレーベン 東北電力株式会社 705 789

641 560

148 139

S-10 LS利根布川発電所 株式会社
タカラレーベン

東京電力エナジー
パートナー株式会社 1,261 1,397

1,072 942

325 306

合　計 － － 7,870 8,778
7,047 6,153

1,731 1,641

（注1）「取得価格」は、取得資産に係る各発電設備等売買契約書に記載された各売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸経費を含みません。）を記載し
ています。

（注2）期末評価価値は、PwCサステナビリティ合同会社がレンジにより算出した再生可能エネルギー発電設備及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を含む一体の評
価額から、本投資法人が投資法人規約第36条第2項第1号に従い算出した中間値を記載しております。

（注3）インフラ資産の価値の評価に関する事項の上段には、上記（注2）の評価額より、シービーアールイー株式会社が算出した不動産鑑定評価額を控除した想定の再
生可能エネルギー発電設備の評価額を記載しており、下段には、シービーアールイー株式会社が作成した不動産鑑定評価書に記載の金額を記載しています。不
動産には、不動産の地上権も含みます。

（注4）不動産のうち、LS匝瑳発電所については、権利形態が地上権となっています。
（注5）当期末帳簿価額の上段には、再生可能エネルギー発電設備の当期末帳簿価額を、下段には不動産の当期末帳簿価額を記載しています。
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5 費用・負債の状況
1‥運用等に係る費用明細
 （単位：千円）

項　目
第　1　期

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

第　2　期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

資産運用報酬 － 11,477

資産保管・一般事務委託手数料 1,170 4,097

役員報酬 4,000 2,400

その他費用 1,125 5,908

合　計 6,295 23,883

2‥借入れ状況
　平成28年11月30日現在における金融機関ごとの借入金の状況は以下のとおりです。

区　分
借入日

当期首
残高

（百万円）

当期末
残高

（百万円）
平均利率 返済

期限
返済
方法 使　途 摘　要

　 借入先

長
期
借
入
金

株式会社みずほ銀行

平成28年
6月2日

－ 708

0.61273％
（注1）

平成38年
6月1日

一部
分割
返済
（注2）

保有資
産の取
得資金
及びそ
れに関
連する
諸費用

無担保
無保証

（注3）

株式会社りそな銀行 － 708

株式会社三井住友銀行 － 398

朝日信用金庫 － 221

株式会社足利銀行 － 221

株式会社群馬銀行 － 221

城北信用金庫 － 221

株式会社第四銀行 － 221

株式会社千葉興業銀行 － 221

株式会社筑波銀行 － 221

株式会社東日本銀行 － 221

株式会社百十四銀行 － 221

株式会社常陽銀行 － 88

株式会社東京都民銀行 － 88

株式会社栃木銀行 － 88

株式会社八千代銀行 － 88

小　計 － － 4,163 － － － － －

合　計 － － 4,163 － － － － －

（注1）借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。 
変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。

（注2）平成28年11月30日を初回として、以降毎年5月及び11月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日としま
す。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる126百万円）を返済し、残元本を最終返済期日である平成38年6月1日に一括して返済します。

（注3）当該借入れには、借入れの条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の負債比率（D/E比率）や元利金支払能力を判定する指標（DSCR）を維持
する財務制限条項が設けられており、この制限に違反した場合には、担保設定を求められる等の可能性があります。

4 保有不動産の資本的支出
1‥資本的支出の予定
　該当事項はありません。

2 期中の資本的支出
　該当事項はありません。

3 長期修繕計画のために積立てた金銭
　該当事項はありません。
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6 期中の売買状況
1‥インフラ資産等及びインフラ関連資産、不動産等及び資産対応証券等の売買状況等

物件
番号 インフラ資産等の名称

取　得 譲　渡

取得年月日 取得価格
（百万円） 譲渡年月日 譲渡価格

（百万円）
帳簿価格

（百万円）
売却損益

（百万円）

S-01 LS塩谷発電所 平成28年
6月2日 1,315 － － － －

S-02 LS筑西発電所 平成28年
6月2日 519 － － － －

S-03 LS千葉若葉区発電所 平成28年
6月2日 222 － － － －

S-04 LS美浦発電所 平成28年
6月2日 431 － － － －

S-05 LS霧島国分発電所 平成28年
6月2日 937 － － － －

S-06 LS匝瑳発電所 平成28年
6月2日 666 － － － －

S-07 LS宮城大郷発電所 平成28年
6月2日 818 － － － －

S-08 LS水戸高田発電所 平成28年
6月2日 991 － － － －

S-09 LS青森平内発電所 平成28年
6月2日 705 － － － －

S-10 LS利根布川発電所 平成28年
6月2日 1,261 － － － －

合　計 － 7,870 － － － －

（注）「取得価格」は、取得資産に係る各発電設備等売買契約書に記載された各売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸経費を含みません。）を記載して
います。

2‥その他の資産の売買状況等
　該当事項はありません。

3‥投資法人債
　該当事項はありません。

4‥短期投資法人債
　該当事項はありません。

5‥新投資口予約権
　該当事項はありません。
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4‥利害関係人等との取引状況
①‥利害関係人等との売買取引状況

区　分
売買金額等

買付額等（千円） 売付額等（千円）

総額 7,870,000 －

利害関係人等との取引状況の内訳

株式会社タカラレーベン 7,870,000（100％） －（－％）

合　計 7,870,000（100％） －（－％）

（注）上表は当期に取引のあった利害関係人等との取引状況を記載しています。「利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団
法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運
用会社の利害関係人等をいいます。以下同じです。

②‥利害関係人等との賃貸借状況
賃借人の名称 総賃料収入（千円）

株式会社タカラレーベン 382,588

③‥支払手数料等の金額
　該当事項はありません。

5‥資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
　本資産運用会社は、金融商品取引法上の第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業、宅地建物取引業又は不
動産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず、該当する取引はありません。

3‥特定資産の価格等の調査

取得又は譲渡 インフラ資産等の名称 取引年月日 取得価額又は譲渡価額
（百万円）

特定資産の調査価格
（百万円） 価格時点

取得 LS塩谷発電所 平成28年
6月2日 1,315 1,226～1,594 平成27年

12月31日

取得 LS筑西発電所 平成28年
6月2日 519 488～643 平成27年

12月31日

取得 LS千葉若葉区発電所 平成28年
6月2日 222 207～270 平成27年

12月31日

取得 LS美浦発電所 平成28年
6月2日 431 406～531 平成27年

12月31日

取得 LS霧島国分発電所 平成28年
6月2日 937 877～1,156 平成27年

12月31日

取得 LS匝瑳発電所 平成28年
6月2日 666 627～799 平成27年

12月31日

取得 LS宮城大郷発電所 平成28年
6月2日 818 760～998 平成27年

12月31日

取得 LS水戸高田発電所 平成28年
6月2日 991 909～1,211 平成27年

12月31日

取得 LS青森平内発電所 平成28年
6月2日 705 660～874 平成27年

12月31日

取得 LS利根布川発電所 平成28年
6月2日 1,261 1,149～1,536 平成27年

12月31日

合　計 7,870 7,309～9,612 －

（注1）「取得価額」は、取得資産に係る各発電設備等売買契約書に記載された各売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸経費を含みません。）を記載し
ています。

（注2）特定資産の価格等の調査は、太陽有限責任監査法人が日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第23号「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の
調査」に基づき行っており、その調査報告書を受領しています。
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7 経理の状況
1‥資産、負債、元本及び損益の状況等
　後記、「Ⅱ．貸借対照表」、「Ⅲ．損益計算書」、「Ⅳ．投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ．注記表」及び「Ⅵ．金銭の分配に係る
計算書」をご参照ください。

2‥減価償却額の算定方法の変更
　該当事項はありません。

3‥インフラ資産等及び不動産等の評価方法の変更
　該当事項はありません。

4‥自社設定投資信託受益証券等の状況等
　該当事項はありません。

8 その他
1‥お知らせ
　当期において、本投資法人の役員会で承認された主要な契約の締結・変更等のうち主な概要は以下のとおりです。

承認日 項　目 概　要

平成28年6月24日 資産運用委託契約書 資産運用の対象及び方針における匿名組合契約等に
関する項目の追記

2‥金額及び比率の端数処理
　本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載していま
す。

Ⅰ.資産運用報告
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（単位：千円）

前期（ご参考）
（平成28年5月31日）

当期
（平成28年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 147,045 669,412

前払費用 6,055 11,350

未収消費税等 － 482,699

繰延税金資産 1,992 16

その他 2 0

流動資産合計 155,096 1,163,478

固定資産

有形固定資産

構築物 － 1,751,365

減価償却累計額 － △42,407

構築物（純額） － 1,708,957

機械及び装置 － 4,461,472

減価償却累計額 － △96,065

機械及び装置（純額） － 4,365,406

工具、器具及び備品 － 90,915

減価償却累計額 － △11,974

工具、器具及び備品（純額） － 78,941

土地 － 1,596,343

建設仮勘定 29,281 －

有形固定資産合計 29,281 7,749,648

無形固定資産

借地権 － 45,368

ソフトウエア － 1,368

ソフトウエア仮勘定 1,641 －

無形固定資産合計 1,641 46,736

投資その他の資産

差入保証金 10,000 10,000

長期前払費用 1,242 44,891

その他 20 20

投資その他の資産合計 11,262 54,911

固定資産合計 42,185 7,851,296

繰延資産

創立費 280 251

投資口交付費 24,572 26,890

繰延資産合計 24,852 27,142

資産合計 222,134 9,041,918

（単位：千円）

前期（ご参考）
（平成28年5月31日）

当期
（平成28年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金 － 3,312

1年内返済予定の長期借入金 － 252,352

未払金 26,211 14,143

未払法人税等 217 819

預り金 209 252

その他 － 8

流動負債合計 26,638 270,889

固定負債

長期借入金 － 3,911,470

その他 － 11

固定負債合計 － 3,911,481

負債合計 26,638 4,182,371

純資産の部

投資主資本

出資総額 200,000 4,705,280

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） △4,503 154,266

剰余金合計 △4,503 154,266

投資主資本合計 195,496 4,859,546

純資産合計 ※1 195,496 ※1 4,859,546

負債純資産合計 222,134 9,041,918

Ⅱ.貸借対照表
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（単位：千円）

前期（ご参考）
（自 平成27年 8月 5日

至 平成28年 5月31日）

当期
（自 平成28年 6月 1日

至 平成28年11月30日）

営業収益

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 － ※1 382,592

営業収益合計 － 382,592

営業費用

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 － ※1 175,160

資産運用報酬 － 11,477

資産保管・一般事務委託手数料 1,170 4,097

役員報酬 4,000 2,400

その他営業費用 1,125 5,908

営業費用合計 6,295 199,043

営業利益又は営業損失（△） △6,295 183,549

営業外収益

受取利息 16 1

営業外収益合計 16 1

営業外費用

支払利息 － 13,035

融資関連費用 － 3,565

創立費償却 － 28

投資口交付費償却 － 5,356

営業外費用合計 － 21,985

経常利益又は経常損失（△） △6,278 161,565

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △6,278 161,565

法人税、住民税及び事業税 217 819

法人税等調整額 △1,992 1,976

法人税等合計 △1,775 2,795

当期純利益又は当期純損失（△） △4,503 158,770

前期繰越利益又は前期繰越損失合計（△） － △4,503

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） △4,503 154,266

前期（自平成27年8月5日　至平成28年5月31日）（ご参考） （単位：千円）

投資主資本

純資産合計
出資総額

剰余金

投資主資本合計当期未処分利益
又は当期未処理

損失（△）
剰余金合計

当期首残高 － － － － －

当期変動額

新投資口の発行 200,000 － 200,000 200,000

当期純損失（△） △4,503 △4,503 △4,503 △4,503

当期変動額合計 200,000 △4,503 △4,503 195,496 195,496

当期末残高 ※1 200,000 △4,503 △4,503 195,496 195,496

当期（自平成28年6月1日　至平成28年11月30日） （単位：千円）

投資主資本

純資産合計
出資総額

剰余金

投資主資本合計当期未処分利益
又は当期未処理

損失（△）
剰余金合計

当期首残高 200,000 △4,503 △4,503 195,496 195,496

当期変動額

新投資口の発行 4,505,280 － 4,505,280 4,505,280

当期純利益 158,770 158,770 158,770 158,770

当期変動額合計 4,505,280 158,770 158,770 4,664,050 4,664,050

当期末残高 ※1 4,705,280 154,266 154,266 4,859,546 4,859,546

Ⅲ.損益計算書 Ⅳ.投資主資本等変動計算書
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［重要な会計方針に係る事項に関する注記］

項　目
前期（ご参考）

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

1．固定資産の減価償却の方法

―

①有形固定資産
　定額法を採用しています。
　なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以
下のとおりです。
　　構築物 19年～22年
　　機械及び装置 22年～25年
　　工具、器具及び備品 3年～ 6年
②無形固定資産
　定額法を採用しています。
　なお、耐用年数は以下のとおりです。
　　ソフトウエア 5年
③長期前払費用
　定額法を採用しています。

2．繰延資産の処理方法 ①創立費
　定額法（5年）を採用しています。
②投資口交付費
　定額法（3年）を採用しています。

①創立費
　定額法（5年）により償却しています。
②投資口交付費
　定額法（3年）により償却しています。
　なお、平成28年6月1日付公募による新投
資口の発行は、引受証券会社が発行価額で引
受を行い、これを発行価額と異なる募集価格
で一般投資家に販売する買取引受契約（「スプ
レッド方式」といいます。）によっています。
　「スプレッド方式」では、募集価格と発行価
額との差額は、引受証券会社に対する事実上
の引受手数料となることから、本投資法人か
ら引受証券会社への引受手数料の支払いはあ
りません。平成28年6月1日付公募による新
投資口発行に際し、募集価格と発行価額との
差額の総額は225,830千円であり、引受証
券会社が発行価額で引受を行い、同一の募集
価格で一般投資家に販売する買取引受契約

（「従来方式」といいます。）による新投資口発
行であれば、投資口交付費として処理されて
いたものです。このため、「スプレッド方式」
では、「従来方式」に比べ、貸借対照表上の投
資口交付費は、188,191千円少なく計上さ
れ、また経常利益及び税引前当期純利益は、
37,638千円多く計上されています。

3．収益及び費用の計上基準

―

固定資産税等の処理方法
　保有するインフラ資産等に係る固定資産
税、都市計画税及び償却資産税等については、
賦課決定された税額のうち当該計算期間に対
応する額を賃貸費用として費用処理する方法
を採用しています。
　なお、インフラ資産等の取得に伴い、譲渡人
等に支払う固定資産税等の精算金（いわゆる

「固定資産税等相当額」）は賃貸費用として計
上せず、当該インフラ資産等の取得価額に算
入しています。
　当期においてインフラ資産等の取得原価に
算入した固定資産税等相当額は24,766千円
です。

項　目
前期（ご参考）

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

4．  その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

消費税等の処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜
方式によっています。なお、資産の取得に係る
控除対象外消費税額等は長期前払費用に計上
しております。

消費税等の処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜
方式によっています。なお、資産の取得に係る
控除対象外消費税額等は長期前払費用に計上
しております。

［貸借対照表に関する注記］
前期（ご参考）

（平成28年5月31日）
当期

（平成28年11月30日）

※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
 50,000千円

※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
 50,000千円

［損益計算書に関する注記］‥ （単位：千円）

前期（ご参考）
自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

―

※1 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳
A．再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
（最低保証賃料） 379,978
（実績連動賃料） 2,609
（付帯収入） 4
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 382,592

 
B．再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
（管理委託費） 18,513
（公租公課） 30
（水道光熱費） 887
（保険料） 2,838
（減価償却費） 150,448
（支払地代） 1,565
（その他賃貸費用） 876
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 175,160

C．再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 207,432

―

2 主要投資主との取引高
営業取引による取引高
　　営業収益 382,588
営業取引以外による取引高
　　太陽光発電設備等の取得 7,870,000

Ⅴ.注記表
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［投資主資本等変動計算書に関する注記］
前期（ご参考）

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

※1　発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口の総口数 2,000口

※1　発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口の総口数 49,424口

［税効果会計に関する注記］
前期（ご参考）

（平成28年5月31日）
当期

（平成28年11月30日）

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
（単位：千円）

（繰延税金資産） 
 

税務上の繰越欠損金 1,992
繰延税金資産合計 1,992

繰延税金資産の純額 1,992

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
（単位：千円）

（繰延税金資産） 
 

未払事業税損金不算入額 16
繰延税金資産合計 16

繰延税金資産の純額 16

2.   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略してい
ます。

2.   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳

法定実効税率 31.74％
（調整） 

支払分配金の損金算入額 △30.30％
その他 0.29％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.73％

［金融商品に関する注記］
前期（自平成27年8月5日　至平成28年5月31日）（ご参考）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資
口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現す
るために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。

（2）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、
当該価額が異なる場合もあります。

2.金融商品の時価等に関する事項
　平成28年5月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、
時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

 （単位：千円）
貸借対照表計上額 時　価 差　額

（1）現金及び預金 147,045 147,045 －

資産合計 147,045 147,045 －

（1）未払金 26,211 26,211 －

負債合計 26,211 26,211 －

（注1）金融商品の時価の算定方法
　資　産
　　（1）現金及び預金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　負　債
　　（1）未払金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（注2）金銭債権の決算日（平成28年5月31日）後の償還予定額
 （単位：千円）

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超

（1）現金及び預金 147,045 － － － － －

合　計 147,045 － － － － －

当期（自平成28年6月1日　至平成28年11月30日）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は投資
口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の成長を実現す
るために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。

Ⅴ.注記表
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（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　長期借入金は、運用資産の取得に係る資金調達であり、金利変動リスク等の流動性リスクに晒されていますが、
借入期間及び金利形態のバランス、並びに借入先の分散を図るとともに、有利子負債比率の上限を原則60％にす
る等、各種指標を適切に管理することにより、当該リスクを軽減しています。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、
当該価額が異なる場合もあります。

2.金融商品の時価等に関する事項
　平成28年11月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、
時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

 （単位：千円）
貸借対照表計上額 時　価 差　額

（1）現金及び預金 669,412 669,412 －

資産合計 669,412 669,412 －

（1）1年内返済予定の長期借入金 252,352 252,352 －

（2）長期借入金 3,911,470 3,911,470 －

負債合計 4,163,823 4,163,823 －

（注1）金融商品の時価の算定方法
　資　産
　　（1）現金及び預金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
　負　債
　　（1）1年内返済予定の長期借入金、（2）長期借入金
　　　変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額

によっています。

（注2）金銭債権の決算日（平成28年11月30日）後の償還予定額
 （単位：千円）

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超

（1）現金及び預金 669,412 － － － － －

合　計 669,412 － － － － －

（注3）長期借入金の決算日（平成28年11月30日）後の返済予定額
 （単位：千円）

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超

（1）長期借入金 252,352 252,352 252,352 252,352 252,352 2,902,058

合　計 252,352 252,352 252,352 252,352 252,352 2,902,058

［賃貸等不動産に関する注記］
　本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。これらの貸借対照表計上額、期中増減額及び時
価は、以下のとおりです。
 （単位：千円）

前期（ご参考）
自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

貸借対照表計上額（注2）

期首残高 － －

期中増減額 － 7,795,017

期末残高 － 7,795,017

期末評価額（注3） － 8,778,500
（注1）本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額については、再生可能エ

ネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しております。
（注2）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注3）PwCサステナビリティ合同会社より取得した平成28年11月30日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額から、本投資

法人が投資法人規約第36条第2項第1号に従い算出した中間値の合計額を記載しております。

　なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する平成28年11月期（第2期）における損益は、前記「損益計算書に関す
る注記」に記載のとおりです。

［資産の運用の制限に関する注記］
　該当事項はありません。

Ⅴ.注記表
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［関連当事者との取引に関する注記］
前期（自平成27年8月5日　至平成28年5月31日）（ご参考）

属　性
会社等の
名称又は

氏名
住　所

資本金
又は

出資金
（千円）

事業の
内容
又は
職業

投資口等
の所有

（被所有）
の割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円） 科　目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

支配
投資主

株式会社
タカラ

レーベン

東京都
新宿区
西新宿
二丁目
6番1号

4,819,809 不動産業 100.0％ なし 支配
投資主

出資金の
受入 200,000 出資

総額 200,000

上場関連
費用の立替 12,000 未払金 12,960

（注1）上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（注2）取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。

当期（自平成28年6月1日　至平成28年11月30日）

属　性
会社等の
名称又は

氏名
住　所

資本金
又は

出資金
（千円）

事業の
内容
又は
職業

投資口等
の所有

（被所有）
の割合

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円） 科　目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

主要
投資主

株式会社
タカラ

レーベン

東京都
新宿区
西新宿
二丁目
6番1号

4,819,809 不動産業 14.2％ なし 主要
投資主

太陽光
発電設備
等の取得

7,870,000 － －

賃料の受取 382,588 － －

（注1）上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（注2）取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。

［1口当たり情報に関する注記］
前期（ご参考）

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

1口当たり純資産額 97,748円
1口当たり当期純損失（△） △2,251円

　1口当たり当期純損失は、当期純損失を日数加重平均投資口
数で除することにより算定しています。また、当期純損失を計
上しているため、潜在投資口調整後1口当たり当期純損失は記
載していません。

1口当たり純資産額 98,323円
1口当たり当期純利益 3,236円

　1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口
数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整
後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため、
記載していません。

（注）1口当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前期（ご参考）

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

当期純損失（△）（千円） △4,503
普通投資主に帰属しない金額（千円） －
普通投資口に係る当期純損失（△）（千円） △4,503
期中平均投資口数（口） 2,000

当期純利益（千円） 158,770
普通投資主に帰属しない金額（千円） －
普通投資口に係る当期純利益（千円） 158,770
期中平均投資口数（口） 49,054

［重要な後発事象に関する注記］
前期（自平成27年8月5日　至平成28年5月31日）（ご参考）
1.新投資口の発行
　本投資法人は、平成28年4月4日及び平成28年5月23日開催の本投資法人役員会において、以下のとおり、新投
資口の発行に関し決議しました。なお、平成28年6月1日及び平成28年7月1日にそれぞれ払込が完了しておりま
す。
　この結果、平成28年7月1日付で出資総額が4,705,280,000円、発行済投資口の総口数は、49,424口となって
おります。

（1）公募による新投資口の発行（一般募集）
　 ・発行新投資口数 45,166口
　 ・発行価格（募集価格） 一口当たり金100,000円
　 ・発行価格（募集価格）の総額 4,516,600,000円
　 ・発行価額（払込金額） 一口当たり金95,000円
　 ・発行価額（払込金額）の総額 4,290,770,000円
　 ・払込期日 平成28年6月1日（水）
　 ・調達する資金の使途 一般募集における手取金については、本投資法人が取得する特定資産の取得資

金の一部に充当しております。

（2）第三者割当による新投資口の発行
　 ・発行新投資口数 2,258口
　 ・発行価額（払込金額） 一口当たり金95,000円
　 ・発行価額（払込金額）の総額 214,510,000円
　 ・割当先及び割当投資口数 みずほ証券株式会社　2,258口
　 ・払込期日 平成28年7月1日（金）
　 ・調達する資金の使途 第三者割当による新投資口の発行の手取金については、手元資金として将来の

特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。）の取得資金の一部又は
借入金返済資金の一部に充当する予定です。

なお、上記の新投資口の発行による発行済投資口の総口数の推移は以下のとおりです。
　 ・平成28年5月31日現在の発行済投資口の総口数 2,000口
　 ・一般募集に係る新投資口の発行による増加投資口数 45,166口
　 ・第三者割当に係る新投資口の発行による増加投資口数 2,258口
　 ・上記新投資口の発行後の発行済投資口の総口数 49,424口

Ⅴ.注記表
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2.資金の借入れ
　本投資法人は、平成28年6月2日付で、下記のとおり、資金の借入れを行いました。この借入金は、下記「3．資産の
取得」に記載した新規取得資産の取得資金及びそれに関連する諸費用（消費税及び地方消費税を含みます。）の一
部に充当しております。

区分 借入先 借入金額
（百万円）

利　率
（注1）

借入
実行日

最終返済
期日

返済方法
（注2）

担　保
（注3）

長期

株式会社みずほ銀行（アレンジャー）
株式会社りそな銀行（アレンジャー）
株式会社三井住友銀行（コ・アレンジャー）
朝日信用金庫
株式会社足利銀行
株式会社群馬銀行
城北信用金庫
株式会社常陽銀行
株式会社第四銀行
株式会社千葉興業銀行
株式会社筑波銀行
株式会社東京都民銀行
株式会社栃木銀行
株式会社東日本銀行
株式会社百十四銀行
株式会社八千代銀行

4,290

6ヶ月物
の日本円
TIBORに
0.5％を
加えた
利率

平成28年
6月2日

平成38年
6月1日

一部分割
返済

無担保
無保証

（注1）借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。 
利払日に支払う利息に適用される金利（以下「基準金利」といいます。）は、借入実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が
公表する6ヶ月物の日本円TIBOR（以下「全銀協6ヶ月日本円TIBOR」といいます。）となります。係る基準金利は、利払日ごとに見直されます。但し、利息計算期間
に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。また、係る利率が0％を下回る場
合は、0％とします。なお、初回の利息計算期間に対応する基準金利は0.11273％です。

（注2）平成28年11月30日を初回として、以降毎年5月及び11月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日としま
す。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期日である平成38年6月1日に一括して返済します。

（注3）当該借入れには、借入れの条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の負債比率（D/E比率）や元利金支払能力を判定する指標（DSCR）を維持
する財務制限条項が設けられており、この制限に違反した場合には、担保設定を求められる等の可能性があります。

3.資産の取得

物件
番号 物件名称 所在地

取得価格
（百万円）

（注）
取得先

S-01 LS塩谷発電所 栃木県塩谷郡塩谷町 1,315 株式会社タカラレーベン

S-02 LS筑西発電所 茨城県筑西市 519 株式会社タカラレーベン

S-03 LS千葉若葉区発電所 千葉県千葉市 222 株式会社タカラレーベン

S-04 LS美浦発電所 茨城県稲敷郡美浦村 431 株式会社タカラレーベン

S-05 LS霧島国分発電所 鹿児島県霧島市 937 株式会社タカラレーベン

S-06 LS匝瑳発電所 千葉県匝瑳市 666 株式会社タカラレーベン

S-07 LS宮城大郷発電所 宮城県黒川郡大郷町 818 株式会社タカラレーベン

S-08 LS水戸高田発電所 茨城県水戸市 991 株式会社タカラレーベン

S-09 LS青森平内発電所 青森県東津軽郡平内町 705 株式会社タカラレーベン

S-10 LS利根布川発電所 茨城県北相馬郡利根町 1,261 株式会社タカラレーベン

ポートフォリオ合計 7,870 －
（注）「取得価格」は、各取得資産に係る売買契約に記載された売買金額（資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びそ

の他手数料等を除きます。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。

当期（自平成28年6月1日　至平成28年11月30日）
　該当事項はありません。

［その他の注記］
追加情報
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を当期から
適用しています。

Ⅴ.注記表
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項　目
前期（ご参考）

（自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日）

当期
（自 平成28年 6月 1日

至 平成28年11月30日）

Ⅰ　当期未処分利益又は当期未処理損失（△）
Ⅱ　分配金の額
　　（投資口1口当たり分配金の額）
Ⅲ　次期繰越利益又は次期繰越損失（△）

△4,503,439円
－

（－）
△4,503,439円

154,266,880円
154,252,304円

（3,121円）
14,576円

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第38条第1項に
従い、租税特別措置法第67条の15に
規定される配当可能利益の額の100
分の90に相当する金額を超えるもの
としています。かかる方針により、利
益の金額がないため、第1期は金銭の
分配を行いません。また、当期未処理
損失は次期に繰り越します。なお、本
投資法人の規約第38条第2項に定め
る利益を超えた金銭の分配は行いま
せん。

　本投資法人の規約第38条第1項に
従い、租税特別措置法第67条の15に
規定される配当可能利益の額の100
分の90に相当する金額を超えるもの
としています。
　当期の分配金は、当期未処分利益
154,266,880円に対して、投資口
1口当たりの分配金が1円未満となる
端数部分を除く全額154,252,304
円を利益分配金として分配すること
とし、この結果、投資口1口当たりの
分配金は3,121円となりました。
　取得資産の平成28年度の固定資産
税について保有資産の売主と期間按
分した結果、本投資法人が負担して支
払う精算金相当額が取得原価に算入
されるため費用計上されず、市場の平
均と比較して相応の利益の分配が可
能であったため、本投資法人の規約第
38条第2項に定める利益を超えた金
銭の分配は行いません。

Ⅵ.金銭の分配に係る計算書 Ⅶ.監査報告書
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（単位：千円）

前期（ご参考）
（自 平成27年 8月 5日

至 平成28年 5月31日）

当期
（自 平成28年 6月 1日

至 平成28年11月30日）

営業活動によるキャッシュフロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △6,278 161,565

減価償却費 － 150,600

投資口交付費償却 － 5,356

創立費償却 － 28

受取利息 △16 △1

支払利息 － 13,035

未収消費税等の増減額（△は増加） － △482,699

営業未払金の増減額（△は減少） － 3,312

未払金の増減額（△は減少） 210 103

預り金の増減額（△は減少） 209 43

前払費用の増減額（△は増加） △6,055 △5,294

長期前払費用の増減額（△は増加） △1,242 △43,648

その他 760 1,370

小　計 △12,415 △196,229

利息の受取額 14 1

利息の支払額 － △13,035

法人税等の支払額 － △214

営業活動によるキャッシュフロー △12,400 △209,477

投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出 △18,751 △7,882,695

無形固定資産の取得による支出 － △46,888

差入保証金の差入による支出 △10,000 －

その他 △20 －

投資活動によるキャッシュフロー △28,771 △7,929,584

財務活動によるキャッシュフロー

長期借入れによる収入 － 4,290,000

長期借入金の返済による支出 － △126,176

投資口の発行による収入 200,000 4,505,280

投資口交付費の支出 △11,782 △7,675

財務活動によるキャッシュフロー 188,217 8,661,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147,045 522,366

現金及び現金同等物の期首残高 － 147,045

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 147,045 ※1 669,412
（注）キャッシュ・フロー計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成し、参考情報として添付しています。

このキャッシュ・フロー計算書は、投信法第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象ではないため、会計監査人の監査は受けていません。

［重要な会計方針に係る事項関係］（参考情報）

項　目
前期（ご参考）

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

キャッシュ・フロー計算書に
おける資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現
金及び現金同等物）は、手許現金及び随時引き
出し可能な預金、並びに容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなっています。

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現
金及び現金同等物）は、手許現金及び随時引き
出し可能な預金、並びに容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなっています。

［キャッシュ・フロー計算書に関する注記］（参考情報）
前期（ご参考）

自 平成27年 8月 5日
至 平成28年 5月31日

当期
自 平成28年 6月 1日
至 平成28年11月30日

※1.   現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係

（平成28年5月31日現在）
（単位：千円）

現金及び預金 147,045
現金及び現金同等物 147,045

※1.   現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係

（平成28年11月30日現在）
（単位：千円）

現金及び預金 669,412
現金及び現金同等物 669,412

Ⅷ.キャッシュ・フロー計算書（参考情報）
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‥主要な財務指標

‥投資主インフォメーション

‥年間スケジュール

‥投資主メモ

‥『マイナンバー制度』のご案内

■ 投資口に関する諸手続きについて
投資口に関する諸手続き（住所及び氏名の変更、分配金振込口座の指定等）に関するお問い合わせ、手
続きに必要な書類のご請求等は、口座を開設されているお取引証券会社までご連絡ください。

■ 分配金について
分配金は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業
者）にお持ち頂くことでお受け取り頂けます。受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面にお受け
取り方法を指定し、みずほ信託銀行株式会社証券代行部へご郵送頂くか、同銀行の本支店窓口にてお
受け取りください。また、今後の分配金に関して、銀行口座及び郵便貯金口座（通常貯金口座）への振込
指定等のお手続きをご希望の方は、口座を開設されているお取引証券会社までご連絡ください。

市区町村から通知されたマイナンバーは、税務関係のお手続きで必要となります。
法令に定められたとおり、分配金等の支払調書には、投資主の皆様のマイナンバーを記載し、税務署へ
提出いたします。投資主の皆様は、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出ください。

（注）比率は小数点第3位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならないことがあります。

その他国内法人
9,550口

（19.32％）

外国法人等
5,221口

（10.56％）

所有者別投資口数 所有者別投資主数

個人・その他
19,927口
（40.32％）金融機関

（金融商品取引業者含む）
14,726口（29.80％）

合計
49,424口

その他国内法人
78名（3.20％）

個人・その他
2,301名
（94.46％）

外国法人等
16名（0.66％）金融機関

（金融商品取引業者含む）
41名（1.68％）

合計
2,436名

■ 借入金の状況

■ 投資主の構成

■ 投資口価格の推移
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平成28年
6月2日 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末

（単位：円） （単位：口）

投資口価格
出来高

借入金
4,163百万円

財務状況／投資主インフォメーション

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

5月期決算月 5月期決算発表 11月期決算月 11月期決算発表
5月期資産運用報告発送
5月期分配金支払い開始

11月期資産運用報告発送
11月期分配金支払い開始自己資本利益率 6.3% 期末総資産有利子負債比率（LTV） 46.1%

賃貸NOI 357百万円 インタレスト・カバレッジ・レシオ 1,408％

■ 株式会社みずほ銀行 17.02% ■ 株式会社千葉興業銀行 5.31%
■ 株式会社りそな銀行 17.02% ■ 株式会社筑波銀行 5.31%
■ 株式会社三井住友銀行 9.57% ■ 株式会社東日本銀行 5.31%
■ 朝日信用金庫 5.31% ■ 株式会社百十四銀行 5.31%
■ 株式会社足利銀行 5.31% ■ 株式会社常陽銀行 2.12%
■ 株式会社群馬銀行 5.31% ■ 株式会社東京都民銀行 2.12%
■ 城北信用金庫 5.31% ■ 株式会社栃木銀行 2.12%
■ 株式会社第四銀行 5.31% ■ 株式会社八千代銀行 2.12%

本投資法人の上場日である平成28年6月2日から平成28年11月30日までの東京証券取引所にお
ける本投資法人の投資口価格（終値）及び出来高の推移は、以下のとおりです。

決算期日 毎年5月末日・11月末日
投資主総会 原則として2年に1回以上開催

同議決権行使投資主確定日 規約第15条に定める日

分配金支払確定基準日 毎年5月末日・11月末日
（分配金は支払確定基準日より3ヶ月以内にお支払いします。）

上場金融商品取引所 東京証券取引所（銘柄コード：9281）
公告掲載新聞 日本経済新聞

投資主名簿等管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

郵便物送付先・電話照会先
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
電話0120-288-324（フリーダイヤル）

＊配当金に関する支払調書支払調書

●証券口座にて投資口を管理されている
　 投資主の皆様
　お取引の証券会社までお問い合わせください。

●証券会社とのお取引がない投資主の皆様
　下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
　みずほ信託銀行　証券代行部フリーダイヤル0120-84-0178

マイナンバーの
お届出に関する
お問い合わせ先


