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基本理念 スポンサーの総合力

ジャパン・インフラファンド投資法人は、

再生可能エネルギー発電設備等への投資を通じて

安定したキャッシュフロー及び収益を維持し、

中長期にわたる持続的な成長戦略及び分配金を重視した

運用方針により「投資主利益の最大化」を目指します。

また、投資主に「社会に求められる良質なESG（注）投資」の機会を

提供することで、「持続的な社会貢献」を目指します。

ジャパン・インフラファンド投資法人は、

再生可能エネルギー発電事業及びインフラ事業における

豊富な実績・ノウハウと多様なネットワークを有する

スポンサーの幅広いサポートを基盤とし、

将来的には太陽光発電設備等以外の投資対象資産の取得も

検討しながら、持続的な資産規模の拡大を目指します。

（注）ESGとは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字を取ったものです。

安定性と成長性を追求した運用による投資主利益の最大化1.
安定したキャッシュフロー及び収益の維持

持続的な成長戦略

分配金を重視した運用方針

社会に求められる良質なESG投資を通じた持続的な社会貢献への寄与2.
クリーンな地球環境への寄与

透明性の高い組織運営体制

本資産運用会社（注）への出資比率

丸紅株式会社 90%
本資産運用会社（注）への出資比率

株式会社みずほ銀行 5%
みずほ信託銀行株式会社 5%

豊富な事業実績と経験

ネットワークと安定性

サステナビリティへのコミットメント　
電力・インフラ事業における知見とノウハウ
資産運用力

資金調達力
財務管理ノウハウ
物件取得機会

（注）	本資産運用会社とは、ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社を指します。
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F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s

第 1 期（ 2 0 2 0 年 5 月 期 ）決 算 ハ イライト

1 口 当 たり分 配 金

1 口 当 たり予 想 分 配 金

1,171円

第2期 （2020年11月期）

2,927円

第4期 （2021年11月期）

2,912円

第3期 （2021年5月期）

2,895円

営 業 収 益 	 382百万円

営 業 利 益 	 158百万円

経 常 利 益 	 41百万円

当期純利益 	 40百万円

総 資 産 	 12,625百万円

純 資 産 	 6,731百万円

1口当たり純資産額	 91,808円

投 資 主 の 皆 様 へ
T o  O u r  I n v e s t o r s

日本の再生可能エネルギー拡大を通じたクリーンな地球

環境への貢献や、投資主に対して「社会に求められる良

質なESG投資」を通じた社会貢献投資の機会提供で、

持続的な社会貢献を目指す。

　投資主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶

び申し上げます。

　平素はジャパン・インフラファンド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、2020年2月20日に東京証券取引所インフラ

ファンド市場に上場し、合計パネル出力30.4ＭＷ、取得価格合計

100.9億円（15物件）の太陽光発電設備等を取得し、運用を開

始いたしました。このたび上場後初となる第1期（2019年10月

24日～2020年5月31日）の決算を迎えることができましたのも、

ひとえに投資主の皆様のご理解とご支援の賜物であり、心より御

礼申し上げます。

　第1期の業績は、営業収益382百万円、営業利益158百万円、

経常利益41百万円、当期純利益40百万円となりました。この結

果、1口当たり分配金につきましては、上場時に公表いたしました

予想を8.0％上回る1,171円に上方修正いたしました。

　投資主の皆様におかれましては、今後とも末永くご指導、ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。

ジャパン・インフラファンド投資法人
執行役員

ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
代表取締役社長

川上 宏
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（注1）	2019年9月時点
（注2）	上記は、太陽光発電関連事業及び再生可能エネルギー発電事業において、丸紅グループが開発や運営管理、事業参画により関与している案件をい

います。
（注3）	上記の各物件について、保有資産である富山高岡3号太陽光発電所、石川能登合鹿太陽光発電所、石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所を除き、

2020年5月末現在、本投資法人が優先交渉権を取得している物件はなく、パイプラインへの組入予定はありません。

（注）	Engineering,	Procurement,	Constructionの略称であり、太陽光発電設備等の建設等を請け負うことをいいます。

（注1）	2019年5月時点
（注2）	上記は、太陽光発電関連事業、再生可能エネルギー発電事業及びインフラ事業において、丸紅グループが開発や運営管理、事業参画により関与して

いる案件をいいます。
（注3）	上記の各物件について、2020年5月末現在、本投資法人が優先交渉権を取得している物件はなく、パイプラインへの組入予定はありません。

丸紅グループの電力・インフラ事業における実績

 太陽光発電事業実績
 持続可能な社会の実現に向けた再生可能エネルギー事業の積極的な推進により、開発事業者や太陽光発電設備

建設工事一括請負（EPC（注））事業者として、国内で多数の太陽光発電の事業実績を有しています。

 太陽光発電関連事業・その他の再生可能エネルギー発電事業の実績
 海外においても、強固な地域営業力と長年培ったEPCの知見やファイナンス組成力を活用することで、太陽光発

電事業の開発・建設並びに保守・運転に主体的に参画し、安全かつ安定した電力の供給と発電所の運営を行って
います。

 インフラ事業の実績
 1960年代に海外電力設備の納入・建設に着手して以来、世界各国で発電事業及びインフラ事業の受注実績を積

み重ねています。本投資法人は、当面の間は国内の太陽光発電設備等を中心に投資する方針ですが、丸紅グ
ループの各事業グループのノウハウを結集した高い技術とノウハウ、グローバル規模の協業ネットワーク等をで
きる限り活用することで、将来的には国内外の多様な発電設備等やインフラ資産等、幅広い資産の運用を検討で
きると考えています。

 太陽光発電関連事業における多方面での実績
 パネルやパネル製造設備の販売から太陽光発電関連ビジネスに参入し、太陽光パネル、パワーコンディショナー、

EV用急速充電器の販売をはじめ、太陽光発電事業の運営や、太陽光パネル及び蓄電池の試験・検査にも順次進
出してきました。20年以上にわたり行ってきた太陽光発電事業における幅広い事業実績によって蓄積した知見・
ノウハウを発揮し、再生可能エネルギーの普及と電化社会の実現に貢献しています。

 その他の再生可能エネルギー発電事業の実績
 風力発電や小水力発電、地熱発電、バイオマス発電など幅広い再生可能エネルギー発電の事業分野において、知

見やノウハウを有しています。

国内 海外

丸紅グループの国内における主な太陽光・再生可能エネルギー事業実績例
■ 太陽光発電関連事業実施箇所　　■ その他の再生可能エネルギー発電事業実施箇所

再生可能エネルギー事業実績

うち開発済・保有物件数 20件

関川村（太陽光発電）
3MW

やまぐち美祢（太陽光発電）
14MW

のべおか東海（太陽光発電）
1MW

三崎ウインドパワー（風力発電）
20MW

木曽岬（太陽光発電）
49MW

福島（小水力発電）
0.5MW

敦賀グリーンパワー
（バイオマス発電）

32MW

いわぬま臨空（太陽光発電）
28MW

三峰川・蓼科（小水力発電）
35MW

石川県・富山県（太陽光発電）
9.8MW（3箇所）

三峰川・苫小牧（太陽光発電）
7MW

丸紅グループの海外における主な太陽光・再生可能エネルギー・インフラ事業実績例
■ 太陽光発電関連事業実施箇所
■ その他の再生可能エネルギー発電事業実施箇所　
■ インフラ事業実施箇所

再生可能エネルギー事業実績

うち開発済・保有物件数 7件

水力発電（フィリピン）
435MW

トラム（豪州）

風力発電（ポルトガル）
488MW 上下水道（フィリピン） パネル・蓄電池の試験・検査

（アメリカ）

上下水道（チリ）

地熱発電（インドネシア）
91MW

コンテナターミナル
（タイ）

太陽光発電（UAE）
1,177MW

投資法人の特徴
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みずほグループ

太陽光発電設備の開発事業者

運用対象としての太陽光発電設備所有者

太陽光発電関連事業者

本投資
法人

【取引先】 物件売却
ニーズ 物件情報

マーケット
情報

マーケット
情報2019年3月末時点

全上場企業取引 約70％

メガバンクで唯一
全都道府県へ拠点を展開

 丸紅は、総合商社として太陽光発電関連事業者との幅広い取引実績を有し、外部ネットワークを通じた物件情報
の取得や、パネル・蓄電池などの最新技術や業界動向を把握できる体制を構築しています。丸紅グループのネッ
トワークの活用の一例として、本資産運用会社は、プロスペックAZ株式会社及びみずほ丸紅リース株式会社（旧
エムジーリース株式会社）との間でそれぞれパイプラインサポート契約を締結しており、物件取得機会の拡大を
図っています。

 丸紅は自社グループ内に再生可能エネルギー関連事業を行っている企業を多数有しており、物件情報の収集だ
けでなく、オペレーションやO&M業務、電力小売事業等での協働を通じて、本投資法人保有資産の長期安定的な
運営に活かす方針です。

丸紅のグループ力とネットワーク

みずほグループのネットワークを活用した物件取得機会の創出
 本投資法人は、みずほグループの有する幅広い顧客ネットワークを活用し、物件売買情報やマーケット情報、太
陽光発電関連情報等の提供を受けることができます。

太陽光発電関連事業者
外部ネットワーク

丸紅グループ

本投資
法人

開発事業者 開発事業

O&M事業者 EPC・O&M事業

パネルメーカー 電力小売事業
発電事業（IPP）

パワコンメーカー パネル・蓄電池の試験・検査事業

物件情報 物件情報

パネル等
設備の情報

パネル・蓄電池等
最新技術の情報

オペレーション・O&M・
電力小売事業等での協働

スポンサー総合力に裏付けられた成長戦略丸紅グループの資産運用における実績

みずほグループ紹介による物件の取得検討事例（埼玉久喜太陽光発電所）
本投資法人が取得した埼玉久喜太陽光発電所は、株式会社みずほ銀行が取引顧客からの売
却意向を受け、本投資法人による取得交渉が開始され、その後、みずほ証券株式会社のアレ
ンジによってブリッジファンド等（注）が組成されています。売り手、買い手双方の需要を、みずほ
グループにて相互調整し、ブリッジファンド等のスキームを活用することで、機動的な物件取
得をサポートしています。

（注）	将来的に本投資法人が取得することを検討するインフラ資産等を、本投資法人への譲渡を目的として一時的に保有する私募ファンド等をいい、
当該目的で一時的に保有する事業会社も含みます。

埼玉久喜太陽光発電所 0.6MW

 上記のように、着実にREITを成長させてきたグループとしてのノウハウやサポート力を、本投資法人の運用に活
かしていきます。なお、UUR及びMPRの資産運用会社は、本投資法人の資産運用会社とは別法人であり、各社に
おける情報管理の体制も独立して整備されています。丸紅株式会社（以下「丸紅」といいます。）は、再生可能エネ
ルギー発電設備等について、UUR及びMPRの資産運用会社に対して物件提供のコミットメント等の優先的取扱
いを行っていません。

 2014年には、UURで培ったREITの運営ノウハウを活用し、丸紅プライベートリート投資法人（MPR）を設立し、私
募REITの運用を始めました。2020年5月末時点で、MPRの運用資産（取得価格ベース（注））は約2,830億円となっ
ています。

 丸紅グループは、2003年12月に東京証券取引所投資信託証券市場に上場した、ユナイテッド・アーバン投資法人
（UUR）のスポンサーとして、REITビジネスに参入しました。2020年6月末時点で、UURの運用資産（取得価格
ベース（注））は約6,638億円となっています。

REITビジネスの実績に裏付けられた資産運用力

（注）	「取得価格」とは、原則として、UUR、MPRの各保有物件の売買契約に記載された売買価格（取得に係る諸費用及び消費税等を含みません。）をい
います。但し、UURの運用資産のうち、UURが日本コマーシャル投資法人との合併に伴い承継した物件については受入価格をいいます。

丸紅が出資している運用会社が運用している投資法人

100%出資 100%出資 90%出資

ユナイテッド・アーバン投資法人 ジャパン・インフラファンド投資法人

ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 ジャパン・インフラファンド・
アドバイザーズ株式会社

丸紅プライベートリート投資法人

丸紅アセットマネジメント株式会社

既存REIT（UUR、MPR）が保有する主要物件

みなとみらいグランド
セントラルタワー（MPR）

心斎橋OPA本館（UUR） ロワジールホテル＆スパタワー那覇
（UUR）

リーガロイヤルホテル小倉・
あるあるCity（UUR）

（注）	上記の各物件は、UUR又はMPRの保有物件であり、本投資法人は取得を予定していません。

投資法人の特徴 投 資 法 人 の 特 徴
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長期安定した分配金の仕組み外部成長戦略

 基本賃料と変動賃料を組み合わせた賃料スキームにより、本投資法人の賃料収入を安定させる仕組みを採用
しています。また、発電量予測値P50と呼ばれる、50%の確率で達成可能と見込まれる発電電力量予測値の
100％を超える水準、即ち想定よりも上振れた場合は、その50％は賃料として支払い、残りについても万が一
売電収入が基本賃料を下回った時のための積立口座にプールすることになるため、基本的には経費を除いて
投資法人に還元できるスキームとなり、分配金の長期安定性を確保することができます。

賃料スキームの概要

基本賃料と変動賃料を組み合わせた長期安定的な賃料スキーム

 本投資法人が保有する太陽光発電設備を発電事業者である賃借人SPCに賃貸し、賃借人SPCから基本賃料と
変動賃料を収受する、安定性とアップサイドを兼ね備えた賃料スキームを採用する予定です。

買取電気事業者本投資法人 賃借人SPC

JIFソーラーエナジー
合同会社

賃料等
積立口座

基本賃料
変動賃料

賃貸

電気買取

売電
● 東京電力エナジー 
パートナー株式会社

●北陸電力株式会社

●関西電力株式会社

●中国電力株式会社　等

発電量予測値（P50）×100%基本賃料のベースとなる想定発電量：
発電量予測値（P50）×70%

発電量予測値（P50）
×70%×買取価格

オペレーター
変動報酬・
実績連動必要経費

50％50％

基本賃料

変動賃料

SPC売電収入

想定必要経費

発電量

SPC
積立原資

発電量予測値（P50）
×100%×買取価格

売電収入
50％50％

SPC売電収入が
基本賃料を下回った場合、
積立口座から賃料を支払う

SPC

基本賃料
1ヶ月分相当額

を積立

積立口座

賃料スキームのイメージ図

 本投資法人は、パイプラインサポート会社が優先交渉権を有している太陽光発電設備等を中心として、日本全国
にパイプライン（注）を形成しています。

 さらに、スポンサーサポートを活かしたネットワークにより、パイプラインサポート会社以外の第三者からも物件取
得機会を確保し、ブリッジファンド等を活用して優先交渉権の付与を受けることで、多様なルートからの物件取得を
可能としています。こうしたパイプラインの供給を通じて、ポートフォリオバランスに配慮しつつ、継続的な資産規
模の拡大を目指します。

パイプラインサポート会社のサポート等を通じたパイプラインの供給

パイプライン物件例

パイプライン 合計パネル出力  約200MW
（2020年5月末時点）

①スポンサーサポートによる第三者からの取得

②パイプラインサポート会社からの取得

（注）	「パイプライン」とは、パイプラインサポート会社であるプロスペックAZ株式会社及びみずほ丸紅リース株式会社が優先交渉権を取得している
太陽光発電設備等及び本投資法人がブリッジファンド等から優先交渉権を取得している太陽光発電設備等をいいます。また、パネル出力はパイ
プラインサポート会社が提供する情報等に基づき、パイプラインである太陽光発電設備等における太陽電池モジュールの最大出力を記載してい
ます。なお、上記太陽光発電設備等のうち、2020年5月末時点において未稼働の資産のパネル出力については、2020年5月末時点の計画に基づ
く数値であり、当該太陽光発電設備等が実際に竣工し、稼働した際の数値とは異なる可能性があります。なお、2020年5月末現在において、みず
ほ丸紅リース株式会社から具体的な優先交渉権は付与されていません。

所在地：兵庫県多可郡
パネル出力：1.6MW

所在地：山口県山口市
パネル出力：1.5MW

所在地：鹿児島県霧島市
パネル出力：1.3MW

所在地：茨城県坂東市
パネル出力：1.1MW

本投資法人がブリッジファンド等から優先交渉権を取得している物件

パイプラインサポート会社が優先交渉権を取得している物件

投資法人の特徴 投 資 法 人 の 特 徴
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（注1）	単位未満の数値は切り捨てて表示しています。
（注2）	別途、消費税ローンとしてみずほ銀行より990百万円借入を行っています。

金融機関別借入残高

0

20

40

60
（億円）

第10期末第9期末第8期末第7期末第6期末第5期末第4期末第3期末第2期末第1期末上場時

59.0 57.8 55.8
44.5 42.8 41.5 39.8 38.5 36.7 35.3 33.5

 みずほグループでは、「持続可能な開発目標（SDGs）」を踏まえ、5ヵ年計画にて定めたサステナビリティ重点項目
について、グループ全体で推進する姿勢を強化して取り組んでいきます。責任銀行原則の趣旨を踏まえ、継続的
に取組みの高度化を図っていきます。

 丸紅は、社会・経済・環境面における「持続可能な開発」を目指す国際社会共通の目標であり、2015年に国連総会
で採択された「持続可能な開発目標（SDGｓ）」を支援しており、ステークホルダーからの期待・関心、同社が社会・
経済・環境へ及ぼす影響を踏まえ、重要な課題と各部署での計画・目標との関連性を示す「サステナビリティ行動
計画・目標」を作成し、取組みの進捗状況を定期的に開示しています。

SDGｓと関連する丸紅の取組み例

（注）	出所：国際連合広報センターHP

持続可能な開発目標（注） 丸紅の取組み

目標6 すべての人々に水と衛生へのアクセスを確保する 生活の基盤となる社会インフラの整備／地域社会の生
活水準の向上・安定への貢献

目標7 手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネル
ギーへのアクセスを確保する

環境負荷の少ないエネルギーの供給／再生可能エネル
ギーの普及促進

目標9 レジリエントなインフラを整備し、持続可能な産業化
を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る

生活の基盤となる社会インフラの整備／地域社会の生
活水準の向上・安定への貢献

目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を
取る

環境に配慮したビジネスの推進／再生可能エネルギー
の普及促進

 みずほグループは、2019年8月、国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）（注）の責任銀行原則に正式に署名
しました。責任銀行原則は、銀行と社会の持続的な発展を目指し、「持続可能な開発目標（SDGs）」やパリ協定で示
されている社会の目標に対する取組みに沿った戦略・目標を設定・実行し、透明性のある開示を行うためのフレー
ムワークです。
（注）	国連環境計画（1972年に設立された国連の補助機関）が1992年に設立した、ESGへの配慮を統合した金融システムへの転換を推進する金融のイ

ニシアティブをいいます。

（注）	単位未満の数値は切り捨てて表示しています。

 本投資法人は、R&Iのグリーンボンドアセスメント（注）の枠組みを通じた評価において、長期借入金について、最上
位の評価である『GA1』を取得しています。

（注）	グリーンボンドアセスメントとは、グリーンボンド等で調達された資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度に対する、R&Iの意見をいいま
す。GA1を最上位の評価とする5段階にて評価が行われます。

（注1）「LTV」の算出、「平均調達金利」及び「平均借入期間」には消費税ローンは含みません。「平均調達金利」は金利スワップ契約により固定化後の金
利にて算出しています。

（注2）単位未満の数値は切り捨てて表示しています。

財務状況 ESGの取組み

信用格付（R&I）A（安定的）

格付情報

グリーンファイナンスに関する評価

返済期限の分散状況

みずほ銀行 2,109百万円 44.0%
第三銀行 1,464百万円 30.5％
中国銀行 732百万円 15.3％
福岡銀行 488百万円 10.2％

有利子負債残高 57億円  37.9％ 長期負債比率 82.8％

平均調達金利 0.61% 平均借入期間 9.7年

LTV
（有利子負債比率）
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ポートフォリオの概要

S-14 石川能登合鹿太陽光発電所 S-04 石川矢蔵谷太陽光発電所
プロスペックAZ株式会社が案件を組成し、みずほリース株
式会社の子会社が再エネ特措法に基づく認定と事業用地に
係る権利を取得後、EPC工事を発注し、丸紅にて工事監理を
実施しました。

プロスペックAZ株式会社が案件を組成し、みずほ証券株式
会社が組成したブリッジファンドにて工事中の案件を取得
後、売主から工事を引き継いで完成させました。

S-01 埼玉久喜太陽光発電所 S-15 石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所

S-03 石川花見月太陽光発電所 S-05 石川輪島門前太陽光発電所S-02 広島生口島太陽光発電所

S-06 和歌山太地太陽光発電所 S-13 石川能登明野太陽光発電所S-07 三重紀宝太陽光発電所

物件
番号 物件名称 所在地 パネル出力

（kW）
取得価格

（百万円）
比率

（％）
設備利用率
（％）

買取価格
（円/kWh）

S-01 埼玉久喜太陽光発電所 埼玉県久喜市 640.32 202 2.0 13.9
40（東京電力

エナジーパートナー）
41（エネット）

S-02 広島生口島太陽光発電所 広島県尾道市 1,036.20 414 4.1 13.8 36

S-03 石川花見月太陽光発電所 石川県鹿島郡 1,924.56 648 6.4 12.1 36

S-04 石川矢蔵谷太陽光発電所 石川県羽咋郡 2,601.72 811 8.0 12.6 32

S-05 石川輪島門前太陽光発電所 石川県輪島市 1,746.36 612 6.1 12.4 32

S-06 和歌山太地太陽光発電所 和歌山県東牟婁郡 660.80 178 1.8 14.1 24

S-07 三重紀宝太陽光発電所 三重県南牟婁郡 693.84 182 1.8 13.2 24

S-08 茨城大子1号・2号
太陽光発電所 茨城県久慈郡 2,403.45 900 8.9 13.8 40

S-09 石川内灘太陽光発電所 石川県河北郡 2,605.70 656 6.5 12.6 40

S-10 富山高岡1号・2号
太陽光発電所 富山県高岡市 3,136.92 1,037 10.3 11.8 40

S-11 富山高岡3号太陽光発電所 富山県高岡市 1,365.00 425 4.2 12.0 36

S-12 富山上市太陽光発電所 富山県中新川郡 1,394.00 380 3.8 11.2 36

S-13 石川能登明野太陽光発電所 石川県鳳珠郡 1,881.00 619 6.1 12.4 36

S-14 石川能登合鹿太陽光発電所 石川県鳳珠郡 2,899.20 1,034 10.3 12.2 36

S-15 石川金沢東長江1号・2号
太陽光発電所 石川県金沢市 5,508.00 1,992 19.7 12.1 36

合計・平均 30,497.07 10,093 100.0 12.4 -

保有物件数 取得価格合計 ポートフォリオ
合計パネル出力 平均鑑定NOI利回り

15物件 100.9億円 30.4MW 8.5％
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発電電力量（MWh）（左軸） 計画対比（右軸）

ポートフォリオ予想・実績発電量（2020年2月21日～2020年5月31日）
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資産運用報告Ⅰ

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　2019年10月24日
至　2020年 5 月31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収益） （百万円） 382

営業費用 （百万円） 223

（うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用） （百万円） 180

営業利益 （百万円） 158

経常利益 （百万円） 41

当期純利益 （百万円） 40

出資総額 （百万円） 6,690

発行済投資口の総口数 （口） 73,320

総資産額 （百万円） 12,625

（対前期比） （％） ―

純資産額 （百万円） 6,731

（対前期比） （％） ―

有利子負債額 （百万円） 5,785

1口当たり純資産額（基準価額） （円） 91,808

分配金総額 （百万円） 85

1口当たり分配金 （円） 1,171

（うち1口当たり利益分配金） （円） 557

（うち1口当たり利益超過分配金） （円） 614

総資産経常利益率 （注4） （％） 0.7

（年換算値） （注5） （％） 2.4

自己資本利益率 （注4） （％） 1.2

（年換算値） （注5） （％） 4.3

自己資本比率 （注4） （％） 53.3

（対前期増減） （％） ―

配当性向 （注4） （％） 99.9

【その他参考情報】
当期運用日数 （注1） （日） 221

期末投資物件数 （件） 15

減価償却費 （百万円） 145

資本的支出額 （百万円） ―

賃貸NOI（Net Operating Income） （注4） （百万円） 347

FFO（Funds from Operation） （注4） （百万円） 186

1口当たりFFO （注4） （円） 2,539

期末総資産有利子負債比率（LTV） （注4） （％） 45.8
（注1）   ジャパン・インフラファンド投資法人（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5月

末日までの各6カ月間です。第1期営業期間は本投資法人設立の日（2019年10月24日）から2020年5月末日までですが、実質的な資産運用期
間は2020年2月21日から2020年5月31日までの101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（Net Operating Income） 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（Funds from Operation） 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

（注5） 第1期については実質的な資産運用日数（2020年2月21日から2020年5月31日まで）101日間に基づいて年換算を算出しています。

（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（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。）に基づき、ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社（以下

「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人として、2019年10月24日に出資金120百万円（1,200口）
で設立され、2019年11月14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145
号）。
　2020年2月19日に公募による投資口の追加発行（70,500口）を行い、2020年2月20日に株式会社東京
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（証券コード9287）に上場し
ました。
　同年3月25日には、第三者割当による新投資口の発行（1,620口）を実施しました。この結果、2020年
5月31日現在の発行済投資口の総口数は73,320口となっています。

②	運用実績
　当期における日本経済は、新型コロナウイルスの感染拡大によって経済活動が大きく落ち込みました。
諸外国においても、感染拡大防止のためのロックダウン（都市封鎖）が実施される中、工場の稼働停止や
店舗休業の影響で、経済活動は急速に悪化しました。国内では3月頃から感染者数が急増し、4月7日から5
月25日まで緊急事態宣言が発出されました。感染予防の必要性や部材調達の遅延、需要の減少などを背景
に、工場の稼働停止や生産調整が行われたことが、業況及び電力需要を下押ししたものと想定されます。
　本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等（注1）を取り巻く環境においては、2018年7月に閣
議決定された「第5次エネルギー基本計画」によって、再生可能エネルギーの「主力電力化」が明記され、
2030年、2050年に向けた方針が示されました。今後も再生可能エネルギー（注2）の導入推進のための政策
が実施されることが期待されます。現に、経済産業省総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネル
ギー分科会新エネルギー小委員会において、さらなる再生可能エネルギーの導入拡大に向けた政策の方向
性についての議論が継続的に行われています。また、前記の「エネルギー基本計画」においては、太陽光
発電の発電コストや出力不安定性等による安定供給上の問題について触れられているものの、技術革新や、
エネルギーマネジメントの実現等による改善策への取組みを進めることが期待されるとされています。そ
して、経済産業省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小
委員会が取りまとめた「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書」（2016年2月）におい
ても、国民負担の抑制との両立、特に太陽光発電についてはコスト効率的な導入の必要性が指摘されつつも、
再生可能エネルギーの最大限の導入を制度見直しの目的として掲げており、同報告書を受けて立案され、
2016年2月9日に国会に提出された再エネ特措法の改正法案の提案理由においても再生可能エネルギー源
の利用の促進が掲げられています。以上から、本投資法人は、太陽光発電市場の拡大、ひいては太陽光発
電設備等の取得による本投資法人のポートフォリオの拡大を実現する環境がさらに整備されていく可能性
があるものと考えています。
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　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、2020年2月21日付にて15物件（注3）（合計パネル出
力（注4）30.4MW、取得価格合計100.9億円（注5））の太陽光発電設備等を取得し運用を開始しました。

（注1）   「再生可能エネルギー発電設備等」とは、ⅰ再生可能エネルギー発電設備（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。）第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電
設備（不動産に該当するものを除きます。）、ⅱ再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産、不動産の賃借権及び地上権、並びⅲこれらの資産
を信託する信託の受益権等の資産をいいます。以下同じです。

（注2） 「再生可能エネルギー」とは、太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスをいいます。以下同じです。
（注3）   茨城大子1号・2号太陽光発電所、富山高岡1号・2号太陽光発電所及び石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所については、個別に設備認定を

取得した2カ所の発電所から構成されていますが、各発電所が、共通の所有者の所有する隣接又は近隣の土地上に設置されていること及び運転
開始時期が近接していることに鑑み、それぞれ一つの物件として記載しています。以下同じです。

（注4）   「パネル出力」とは、各発電設備に使用されている太陽光パネル1枚当たりの定格出力（太陽光パネルの仕様における最大出力をいいます。以
下同じです。）にパネル総数を乗じて算出される出力をいい、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社（本投資法人の保有資産について

「テクニカルレポート」の作成を依頼した業者であり、環境アセスメント、廃棄物関連、溶鉱炉及び再生可能エネルギー施設等の技術デュー
ディリジェンスについて実績を有する会社です。以下同じです。）作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、太陽光発電設備における
太陽電池モジュールの最大出力を記載しています。なお、実際の発電出力は、太陽光発電設備の太陽電池モジュール容量とパワーコンディショ
ナー（以下「パワコン」又は「PCS」ということがあります。）容量のいずれか小さい方の数値となるため、パネル出力よりも小さくなる可能
性があります。以下同じです。

（注5）   「取得価格」とは、各資産に係る売買契約書に記載された売買代金をいい、消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用は含みません。以
下同じです。

③	資金調達の概要
　本投資法人は、2020年2月19日に公募による投資口の追加発行（70,500口）を行い、翌日、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9287）しました。さらに同年3月25日には、第三者割当
による新投資口の発行（1,620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6,690百万
円、発行済投資口の総口数は73,320口となっています。
　また、再生可能エネルギー発電設備等15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、2020年2月21日付にて、5,900百万円の資金の借入れを行いました。
当期において約定返済（計115百万円）を行った結果、2020年5月末日現在の借入残高は5,785百万円と
なり、総資産に占める有利子負債の割合（以下「LTV」といいます。）は45.8％となりました。
　なお、2020年5月末日現在の本投資法人の格付の取得状況は以下のとおりです。

信用格付機関 名称 格付 格付の方向性

R&I 発行体格付 A 安定的

④	業績及び分配の概要
　上記の運用の結果、当期の実績として営業収益382百万円、営業利益158百万円、経常利益41百万円、
当期純利益40百万円となりました。
　分配金につきましては、投資法人の定める分配方針（規約第37条）に従い、租税特別措置法（昭和32年
法律第26号。その後の改正を含みます。）（以下「租税特別措置法」といいます。）第67条の15第1項に規
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。また、長期修繕計画
に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需
要（投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運
転資金、債務の返済及び分配金の支払等）に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人
が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配（出資の
払戻し）として分配します。
　こうした方針の下、当期減価償却費計上額145百万円の約31.0％に相当する45百万円をその他の利益超
過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、利益分配金557円、その他の
利益超過分配金614円、合計1,171円となりました。

（3）	増資等の状況
　本投資法人の設立以降2020年5月31日現在までの発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は以下のと
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

2019年10月24日 私募設立 120 120 1,200 1,200 （注1）

2020年 2 月19日 公募増資 6,422 6,542 70,500 71,700 （注2）

2020年 3 月25日 第三者割当増資 147 6,690 1,620 73,320 （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95,000円（発行価額91,105円）にて新規物件の取得資金の調達等を目的とした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91,105円にて、第三者割当による新投資口の発行を行いました。

［投資証券の取引所価格の推移］
　本投資法人の投資証券が上場する東京証券取引所インフラファンド市場における期別の最高・最低価格

（終値）は以下のとおりです。

決 算 期
第1期

自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31日

最　高（円） 103,000

最　低（円） 81,200

（4）	分配金等の実績
　当期の分配金は、当期未処分利益40百万円に対して、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40百万円を利益分配金として分配することとし、税法上の出資等減少分配に該当する出資の
払戻しとして45百万円を利益超過分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの
分配金は、1,171円となりました。

期 別
第1期

自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31日

当期未処分利益 （千円） 40,874

利益留保額 （千円） 35

金銭の分配金総額 （千円） 85,857

（1口当たり分配金） （円） 1,171

うち利益分配金総額 （千円） 40,839

（1口当たり利益分配金） （円） 557

うち出資払戻総額 （千円） 45,018

（1口当たり出資払戻額） （円） 614

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） 45,018

（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） 614
（注）   本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要（投資

対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等）に対
応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた
金銭の分配（出資の払戻し）として分配することとしています。こうした方針の下、減価償却費145,323千円の31.0％に相当する45,018千円
を利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分配することとしました。
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（5）	今後の運用方針及び対処すべき課題
①	今後の運用方針
　今後の日本経済は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業収益の減少や海外経済の急減速を背景に、
中小企業を中心に設備投資の規模縮小や先送りが顕著となる事が想定されます。テレワーク需要や5G関連
投資の増加に伴い、情報通信サービス業などでは投資増が予想されますが、経済活動の再開後も感染再拡
大への懸念から不要不急の外出自粛や営業時間短縮などの感染防止策が継続する事から、企業収益の急回
復は見込みがたく、ほとんどの業種では設備投資計画が下方修正される事が想定されます。
　再生可能エネルギー発電設備等を対象としている本投資法人への今後の影響としては、電力需要減少に
よる出力抑制等への影響に留意しつつも、太陽光発電事業への影響は極めて限定的なものと思われますが、
新型コロナウイルス感染拡大に伴う、金融資本市場や投資家の動向を慎重に見極める必要があります。
　2015年7月16日、経済産業省は前記の「エネルギー基本計画」を踏まえ、実現可能な将来のエネルギー
需給構造のあるべき姿として、「長期エネルギー需給見通し」（以下「エネルギーミックス」といいます。）
を策定し、電源構成比に占める再生可能エネルギー割合を2030年度までに22％～24％にまで上昇させる
ことを目標としています。また、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制の両立を図るため、
改正再エネ特措法により、2019年4月1日に施行された措置により、2012年度から2014年度にFIT認定を
受けた事業用太陽光発電のうち2016年7月31日までに接続契約を締結した未稼働案件についても、運転開
始期限の設定と、運転開始のタイミングを踏まえた適切な調達価格の適用が行われる事になりました。
　調達価格は、国民負担抑制の観点に加えて、技術革新や市場競争によるシステム費用の低下見込みを反
映して設定されるという側面もあるため、必ずしも調達価格の低下に比例して発電事業者全体の利益が損
なわれるものではないと考えられますが、今後はより一層厳密なコストコントロールと効率的な事業運営
能力を有する事業者による再生可能エネルギー発電設備の導入増が想定されます。
　本投資法人の資産運用会社であるジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社のスポンサーは、
再生可能エネルギー発電事業及びインフラ事業、並びに当該事業に対する金融取引に関する実績が豊富な、
丸紅株式会社（資産運用会社に対する出資比率90.0％）（以下「丸紅」といいます。また、丸紅並びにその
子会社及び関連会社を総称して、以下「丸紅グループ」といいます。）、株式会社みずほ銀行（出資比率
5.0％）（以下「みずほ銀行」といいます。）及びみずほ信託銀行株式会社（出資比率5.0％）（以下「みずほ
信託銀行」といいます。また、株式会社みずほフィナンシャルグループ並びにその子会社及び関連会社を
総称して、以下「みずほグループ」といいます。）の3社であり、本資産運用会社は、スポンサーとの間で
それぞれの多様な特性及び強みを活かすためのスポンサーサポート契約を締結しています。丸紅を中心と
するスポンサーグループ（各スポンサーのグループ会社を含みます。以下同じです。）は、総合商社、又は
総合金融グループとして、太陽光発電事業を中心とする再生可能エネルギー発電事業のみならず、インフ
ラ事業を含めて国内外で幅広い実績を有しており、本投資法人は、インフラ事業における豊富な実績・ノ
ウハウと多様なネットワークを有するスポンサーグループの幅広いサポートを基盤として、引き続き以下
に掲げる成長戦略に基づき、持続的な資産規模の拡大及び運用を行っていく方針です。

②	外部成長戦略
　本資産運用会社は、各スポンサーとの間で、本書の日付現在、それぞれスポンサーサポート契約を締結
しており、本投資法人は、各種サポートの提供を受けることが出来ます。
　丸紅とのスポンサーサポート契約には、売却、開発プロジェクト等に関するマーケット情報の提供、ウェ
アハウジング機能の提供、保守運営業者の選定支援その他の業務支援、人材及びノウハウの提供に関する
協力、調達期間終了後の売電支援等が含まれており、外部成長に資するサポートを受ける事が可能です。
　また、みずほ銀行及びみずほ信託銀行とのスポンサーサポート契約には、売却、開発プロジェクト等に
関するマーケット情報の提供、ウェアハウジングにおける資金調達の支援、資金調達要請への対応及びバ
ンクフォーメーション構築の支援、財務戦略に関する助言提供、人材及びノウハウの提供に関する協力等、
同じく本投資法人は当該ノウハウを活用する事によって外部成長に繋げる事が可能と考えています。
　また、丸紅グループとの太陽光発電関連事業における取引実績を背景としたネットワークを活用し、プ
ロスペックAZ株式会社及びみずほ丸紅リース株式会社（旧エムジーリース）との間でパイプラインサポー

ト契約を締結しており、パイプラインサポート会社が優先交渉権を有している太陽光発電設備等を中心と
して、日本全国にパイプライン（注）を形成しています。さらに、スポンサーサポートを活かしたネットワー
クにより、パイプラインサポート会社以外の第三者からも物件取得機会を確保し、ブリッジファンド等を
活用して優先交渉権の付与を受ける事で、多様なルートからの物件取得を可能としています。これらパイ
プラインサポート会社とスポンサーのネットワークを活用したパイプラインの供給を通じて、ポートフォ
リオバランスに配慮しつつ、継続的な再生可能エネルギー発電設備等の取得検討機会の拡大を図っています。

（注）   「パイプライン」とは、パイプラインサポート会社であるプロスペックAZ及びみずほ丸紅リース（旧エムジーリース）が優先交渉権を取得して
いる太陽光発電設備等及び本投資法人がブリッジファンド等から優先交渉権を取得している太陽光発電設備等をいいます。なお、本書の日付現
在において、みずほ丸紅リースから具体的な優先交渉権は付与されていません。

③	内部成長戦略
　本資産運用会社と丸紅とのスポンサーサポート契約において、丸紅は、以下のサポートを提供すること
とされています。かかる丸紅とのスポンサーサポート契約により、本投資法人は丸紅から物件取得機会の
提供のみならず、丸紅の電力・インフラ事業における知見とノウハウを活用して運用資産の効率的かつ着
実なオペレーション及びこれによる内部成長に努めます。
　本投資法人が保有する、又は保有を予定している再生可能エネルギー発電設備等について、（ⅰ）保守運
営業務を実施する事業者の選定、（ⅱ）管理、運営又は増設等に係る補助業務、助言業務等、（ⅲ）再生可能
エネルギー発電設備等のデューディリジェンスに係る支援業務、及び（ⅳ）再生可能エネルギー発電設備
等に関する情報の収集、分析等を、丸紅に依頼する事ができるものとし、丸紅は、かかる依頼があった場
合には、候補者の選定その他必要な支援を行い、中長期的な視点から運用資産の収益の維持向上を図ります。

④	財務戦略
　本投資法人は、スポンサーである丸紅の信用力や、みずほ銀行及びみずほ信託銀行のサポートをベース
とした最適な借入条件を実現し、安定的かつ健全な財務運営の実施を目指します。また、デット戦略とエ
クイティ戦略という2つの観点から、中長期的な収益性の維持及び向上並びに運用資産の規模拡大と価値の
向上を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築する事を基本方針とします。

（6）	決算後に生じた重要な事実
　該当事項はありません。

18 19



2	投資法人の概況
（1）	出資の状況

期 別 第1期
2020年5月31日

発行可能投資口総口数 （口） 10,000,000
発行済投資口の総口数 （口） 73,320
出資総額 （百万円） 6,690
投資主数 （人） 4,396

（2）	投資口に関する事項
　2020年5月31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

（％）
丸紅株式会社 2,400 3.27
PRAISESHEEN株式会社 1,450 1.97
新潟縣信用組合 1,267 1.72
大和信用金庫 1,100 1.50
富樫　竜一 1,048 1.42
大阪商工信用金庫 1,000 1.36
昔農　千春 950 1.29
宮嶌　裕二 950 1.29
GMOクリック証券株式会社 881 1.20
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 827 1.12

合 計 11,873 16.19
（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は以下のとおりです。

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 川上　宏 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
代表取締役社長 ―

監督役員
宿利　有紀子 高井＆パートナーズ法律事務所 2,450
山下　玲 山下玲公認会計事務所 2,450

会計監査人 太陽有限責任監査法人 ― 1,600
（注1）   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。
（注2）   会計監査人の報酬は、公認会計士法上（昭和23年法律第103号）第2条第1項以外の業務（新投資口の発行に係る合意された手続等）に係る報

酬を記載しています。

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、監査の品質及び監査報酬
額等その他諸般の事情を総合的に勘案して、本投資法人の役員会において検討します。

（4）	資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
　2020年5月31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 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社

資産保管会社 みずほ信託銀行株式会社

一般事務受託者（機関運営事務等） みずほ信託銀行株式会社

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） 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社

一般事務受託者（納税事務等） 税理士法人令和会計社

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

第1期
2020年5月31日現在

資産の種類 地域等による区分
（注1）

保有総額
（千円）（注2）

対総資産比率
（％）（注3）

再生可能エネルギー
発電設備

関東地方 1,066,812 8.45

北陸地方 7,099,594 56.23

近畿・中部地方 323,544 2.56

中国地方 299,765 2.37

小 計 8,789,717 69.62

不動産

関東地方 ― ―

北陸地方 1,123,266 8.90

近畿・中部地方 41,758 0.33

中国地方 126,356 1.00

小 計 1,291,382 10.23

借地権

関東地方 51,605 0.41

北陸地方 88,786 0.70

近畿・中部地方 9,668 0.08

中国地方 ― ―

小 計 150,060 1.19

再生可能エネルギー発電設備等計 10,231,159 81.03

預金・その他資産 2,394,818 18.97

資産総額計 12,625,978 100.00
（注1）   「関東地方」とは、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、栃木県、千葉県及び東京都をいいます。以下同じです。「北陸地方」とは、富山県、

石川県及び福井県をいいます。以下同じです。「近畿・中部地方」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、新潟県、山梨
県、静岡県、愛知県、長野県、岐阜県及び三重県をいいます。以下同じです。「中国地方」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県
をいいます。以下同じです。

（注2） 保有総額は貸借対照表計上額によっています。
（注3） 対総資産比率は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
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（2）	主要な保有資産
　2020年5月31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）

石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所 66,066 2,015

石川能登合鹿太陽光発電所 35,199 1,045

富山高岡1号・2号太陽光発電所 41,910 1,043

茨城大子1号・2号太陽光発電所 34,434 909

石川矢蔵谷太陽光発電所 30,701 819

石川内灘太陽光発電所 37,571 663

石川花見月太陽光発電所 22,727 655

石川能登明野太陽光発電所 24,684 630

石川輪島門前太陽光発電所 20,360 620

富山高岡3号太陽光発電所 16,029 433

合 計 329,686 8,838
（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。

（3）	組入資産明細
　2020年5月31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

機械及び装置 ― 8,935 ― 8,935 145 145 8,789 （注）

土地 ― 1,291 ― 1,291 ― ― 1,291 （注）

合 計 ― 10,226 ― 10,226 145 145 10,081 ―

無形固定資産
借地権 ― 150 ― 150 ― ― 150 （注）

合 計 ― 150 ― 150 ― ― 150 ―

（注） 当期の増加の理由は、太陽光発電設備等の取得によるものです。

ロ	再生可能エネルギー発電設備等の明細表
　本投資法人は、2020年5月31日現在において以下の再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。
以下の再生可能エネルギー発電設備等は、再エネ特措法第9条第3項各号に定める基準に適合しています。

設備の
区分等 No. 名 称

地域等
による
区分

所 在 地 取得
年月日

敷地面積
（㎡）
（注1）

調達価格
（円/kWh）

（注2）

認定日
（注3）

調達期間
満了日
（注4）

太陽光
発電設備 S-01 埼玉久喜

太陽光発電所 関東地方 埼玉県久喜市佐間字
堤外719番1

2020年
2月21日 12,295

40
2013年
2月7日

2033年
9月11日41

（注5）

太陽光
発電設備 S-02 広島生口島

太陽光発電所 中国地方
広島県尾道市瀬戸田町
中野宇佐満堂405-
19、30、32

2020年
2月21日 12,282 36 2014年

3月17日
2035年
3月30日

太陽光
発電設備 S-03 石川花見月

太陽光発電所 北陸地方 石川県鹿島郡中能登町
花見月五8番3 他

2020年
2月21日 19,510 36 2014年

3月19日
2038年
7月5日

太陽光
発電設備 S-04 石川矢蔵谷

太陽光発電所 北陸地方 石川県羽咋郡志賀町
矢蔵谷井1番1 他

2020年
2月21日 37,864 32 2015年

1月6日
2038年
7月3日

太陽光
発電設備 S-05 石川輪島門前

太陽光発電所 北陸地方 石川県輪島市門前町
剱地お3番 他

2020年
2月21日 33,078 32 2015年

1月6日
2038年
7月1日

太陽光
発電設備 S-06 和歌山太地

太陽光発電所
近畿・
中部地方

和歌山県東牟婁郡
太地町大字太地字西地
2444番1 他

2020年
2月21日 9,010 24 2016年

10月27日
2039年
1月29日

太陽光
発電設備 S-07 三重紀宝

太陽光発電所
近畿・
中部地方

三重県南牟婁郡紀宝町
井内字清水112番1 他

2020年
2月21日 7,292 24 2016年

11月11日
2039年
1月30日

太陽光
発電設備 S-08 茨城大子1号・2号

太陽光発電所（注6）
関東地方

茨城県久慈郡大子町
大字初原字椚ヶ沢
105番2 他

2020年
2月21日 47,065 40 2013年

3月6日
2034年
3月16日

太陽光
発電設備 S-09 石川内灘

太陽光発電所 北陸地方 石川県河北郡内灘町字
西荒屋ぬ1番1 他

2020年
2月21日 64,915 40 2012年

11月26日
2033年
8月15日

太陽光
発電設備 S-10 富山高岡1号・2号

太陽光発電所（注6）
北陸地方 富山県高岡市五十里字

善ヶ谷内24番2 他
2020年
2月21日 46,884 40 2013年

3月1日
2034年
2月17日

太陽光
発電設備 S-11 富山高岡3号

太陽光発電所 北陸地方 富山県高岡市五十里字
板屋谷内49番 他

2020年
2月21日 18,250 36 2014年

3月12日
2038年
4月1日

太陽光
発電設備 S-12 富山上市

太陽光発電所 北陸地方 富山県中新川郡上市町
湯上野字大割7番1 他

2020年
2月21日 19,310 36 2014年

3月19日
2035年

10月29日

太陽光
発電設備 S-13 石川能登明野

太陽光発電所 北陸地方 石川県鳳珠郡能登町字
明野ろ字17番1 他

2020年
2月21日 30,660 36 2014年

3月19日
2036年
3月1日

太陽光
発電設備 S-14 石川能登合鹿

太陽光発電所 北陸地方 石川県鳳珠郡能登町字
合鹿ヨ部35番1 他

2020年
2月21日 61,607 36 2014年

3月19日
2038年
8月1日

太陽光
発電設備 S-15

石川金沢東長江1号
太陽光発電所（注6） 北陸地方 石川県金沢市東長江町

喜1番1
2020年
2月21日

199,426
36 2014年

3月19日
2038年
7月1日

石川金沢東長江2号
太陽光発電所（注6） 北陸地方 石川県金沢市東長江町

喜1番1
2020年
2月21日 36 2014年

3月19日
2038年
8月1日

（注1） 「敷地面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。
（注2）   「調達価格」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における調達価格（ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。）を記載

しています。
（注3） 「認定日」は、各取得資産に係る太陽光発電設備における認定を受けた日を記載しています。
（注4） 「調達期間満了日」は、各保有資産に係る太陽光発電設備における調達期間の満了日を記載しています。
（注5）   賃借人SPCは、東京電力エナジーパートナー株式会社との特定契約と並行して、株式会社エネット（以下「エネット」といいます。）との間で

も特定契約を締結しており、両者の仕訳順位は、後者が前者に優先する順位とされています。もっとも、エネットとの特定契約は、1年毎の自
動更新とされているため、1年毎の受給期間満了時において更新されない可能性があります（なお、エネットとの特定契約が調達期間満了前に
終了した場合においても、東京電力エナジーパートナー株式会社との特定契約は存続することとなります。）。

（注6）   茨城大子1号・2号太陽光発電所、富山高岡1号・2号太陽光発電所及び石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所については、各発電所が設置さ
れている各土地が、共通の所有者の所有する隣接又は近隣の土地であること及び運転開始時期が近接していることに鑑み、一体として取り扱
うこととし、それぞれ一つの物件として記載しています。以下同じです。
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No. 名 称 認定事業者等の
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）
（上段：設　備）
（下段：不動産）

当期末
帳簿価額

（百万円）
（注4）

担保の
状況

S-01 埼玉久喜
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

東京電力エナジー
パートナー株式会社

202 208
195 194

無
株式会社
エネット 12 14

S-02 広島生口島
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

中国電力
株式会社 414 437

315 299
無

122 126

S-03 石川花見月
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 648 714

697 637
無

17 17

S-04 石川矢蔵谷
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 811 900

869 789
無

30 30

S-05 石川輪島門前
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 612 651

553 519
無

98 101

S-06 和歌山太地
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

関西電力
株式会社 178 187

164 160
無

23 24

S-07 三重紀宝
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

関西電力
株式会社 182 187

163 163
無

23 26

S-08 茨城大子1号・2号
太陽光発電所（注5）

JIFソーラー
エナジー合同会社

東京電力エナジー
パートナー株式会社 900 953

918 872
無

35 37

S-09 石川内灘
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 656 829

780 623
無

48 40

S-10 富山高岡1号・2号
太陽光発電所（注5）

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 1,037 1,134

939 849
無

195 193

S-11 富山高岡3号
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 425 553

447 344
無

106 88

S-12 富山上市
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 380 453

388 322
無

64 60

S-13 石川能登明野
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 619 711

636 558
無

74 72

S-14 石川能登合鹿
太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 1,034 1,235

1,057 881
無

178 164

S-15 石川金沢東長江1号・
2号太陽光発電所

JIFソーラー
エナジー合同会社

北陸電力
株式会社 1,992 2,402

1,911 1,573
無

491 442

合 計 ― ― 10,093 11,558
10,038 8,789

―
1,520 1,441

（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等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35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、一般財団法人日本不動産研究所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、一般財団法人日本不動産研究所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、賃借権又は地役権も含みます。

（注4）   当期末帳簿価額には、上段に機械及び装置の当期末帳簿価額の合計額を記載しており、下段に土地及び借地権の当期末帳簿価額を記載してい
ます。

ハ	再生可能エネルギー発電設備等の収益状況の明細
S-01　埼玉久喜太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 6,431
変動賃料 3,064
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 9,495

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 1,338

（うち管理委託費） 348
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 163
（うち支払地代） 802
（うちその他賃貸費用） 24
減価償却費 3,758

（うち機械及び装置） 3,758

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 5,101

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 4,393

S-02　広島生口島太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 9,222
変動賃料 5,200
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 14,423

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 557

（うち管理委託費） 241
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 301
（うち支払地代） ―
（うちその他賃貸費用） 13
減価償却費 5,184

（うち機械及び装置） 5,184

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 5,745

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 8,678
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S-03　石川花見月太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 16,396
変動賃料 6,331
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 22,727

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 2,845

（うち管理委託費） 1,186
（うち修繕費） 49
（うち保険料） 449
（うち支払地代） 1,073
（うちその他賃貸費用） 87
減価償却費 9,709

（うち機械及び装置） 9,709

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 12,559

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 10,168

S-04　石川矢蔵谷太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 21,220
変動賃料 9,481
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 30,701

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 3,455

（うち管理委託費） 1,268
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 607
（うち支払地代） 1,509
（うちその他賃貸費用） 69
減価償却費 12,016

（うち機械及び装置） 12,016

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 15,476

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 15,225

S-05　石川輪島門前太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 14,149
変動賃料 6,211
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 20,360

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 1,622

（うち管理委託費） 1,130
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 422
（うち支払地代） ―
（うちその他賃貸費用） 69
減価償却費 7,905

（うち機械及び装置） 7,905

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 9,532

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 10,828

S-06　和歌山太地太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 3,993
変動賃料 2,220
付帯収入 28

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 6,242

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 845

（うち管理委託費） 441
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 150
（うち支払地代） ―
（うちその他賃貸費用） 254
減価償却費 2,444

（うち機械及び装置） 2,444

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 3,294

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 2,947
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S-07　三重紀宝太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 3,908
変動賃料 2,007
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 5,916

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 847

（うち管理委託費） 435
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 157
（うち支払地代） ―
（うちその他賃貸費用） 254
減価償却費 2,482

（うち機械及び装置） 2,482

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 3,334

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 2,582

S-08　茨城大子1号・2号太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 24,188
変動賃料 10,245
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 34,434

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 8

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 8
諸経費 3,147

（うち管理委託費） 1,182
（うち修繕費） 120
（うち保険料） 579
（うち支払地代） 1,265
（うちその他賃貸費用） ―
減価償却費 15,997

（うち機械及び装置） 15,997

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 19,152

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 15,282

S-09　石川内灘太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 26,014
変動賃料 11,556
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 37,571

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 6,172

（うち管理委託費） 1,053
（うち修繕費） 2,141
（うち保険料） 653
（うち支払地代） 2,323
（うちその他賃貸費用） ―
減価償却費 12,072

（うち機械及び装置） 12,072

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 18,248

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 19,322

S-10　富山高岡1号・2号太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 27,691
変動賃料 14,219
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 41,910

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 8

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 8
諸経費 2,541

（うち管理委託費） 1,752
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 755
（うち支払地代） 22
（うちその他賃貸費用） 11
減価償却費 16,454

（うち機械及び装置） 16,454

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 19,004

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 22,906
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S-11　富山高岡3号太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 11,075
変動賃料 4,954
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 16,029

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 1,263

（うち管理委託費） 921
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 325
（うち支払地代） 11
（うちその他賃貸費用） 5
減価償却費 5,248

（うち機械及び装置） 5,248

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 6,516

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 9,513

S-12　富山上市太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 11,333
変動賃料 5,233
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 16,566

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 1,285

（うち管理委託費） 969
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 315
（うち支払地代） ―
（うちその他賃貸費用） ―
減価償却費 5,585

（うち機械及び装置） 5,585

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 6,874

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 9,692

S-13　石川能登明野太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 16,967
変動賃料 7,716
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 24,684

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 1,515

（うち管理委託費） 1,114
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 401
（うち支払地代） ―
（うちその他賃貸費用） ―
減価償却費 9,081

（うち機械及び装置） 9,081

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 10,600

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 14,083

S-14　石川能登合鹿太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 25,578
変動賃料 9,621
付帯収入 ―

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 35,199

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 4

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 4
諸経費 2,645

（うち管理委託費） 1,950
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 688
（うち支払地代） ―
（うちその他賃貸費用） 7
減価償却費 13,423

（うち機械及び装置） 13,423

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 16,073

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 19,126

30 31



S-15　石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所 （単位：千円）

科 目 第1期
2019年10月24日～2020年5月31日

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
基本賃料 45,786
変動賃料 20,223
付帯収入 56

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益（小計A） 66,066

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用
公租公課 8

（うち固定資産税等） ―
（うちその他諸税） 8
諸経費 4,770

（うち管理委託費） 3,173
（うち修繕費） ―
（うち保険料） 1,352
（うち支払地代） ―
（うちその他賃貸費用） 243
減価償却費 23,957

（うち機械及び装置） 23,957

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用（小計B） 28,736

再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 37,329

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
　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
　該当事項はありません。

（4）	その他資産の状況
　再生可能エネルギー発電設備等は、前記「（3）組入資産明細　① 再生可能エネルギー発電設備等明細表
ハ再生可能エネルギー発電設備等の収益状況の明細」に一括して記載しており、2020年5月31日現在、同
欄記載事項以外に本投資法人が主たる投資対象とする主な特定資産の組入れは以下のとおりです。

（特定取引の契約額等及び時価の状況表）
　2020年5月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は、以下のとおりです。

区 分 種 類
契約額等（千円）（注1） 時価（千円）

（注2）うち1年超

市場取引以外の取引 金利スワップ取引
（支払固定・受取変動） 4,795,129 4,456,804 ―

合 計 4,795,129 4,456,804 ―
（注1） 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
（注2） 当該取引は、金融商品会計基準の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。

（5）	国及び地域ごとの資産保有状況
　2020年5月31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。

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。

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　2019年10月24日
至　2020年 5 月31日

資産運用報酬 21,244

資産保管・一般事務委託手数料 5,196

役員報酬 4,900

その他費用 12,117

合 計 43,458

（2）	借入状況
　2020年5月31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
（％）
（注1）

返済期限 返済方法 使途 摘要
借入先

短
期
借
入
金

株式会社みずほ銀行 2020年
2月21日 ― 990 0.27279 2021年

2月21日
期日

一括返済 （注2） 無担保
無保証

合 計 ― ― 990 ― ― ― ― ―

長
期
借
入
金

株式会社みずほ銀行

2020年
2月21日

― 2,109

0.61000
（注3）

2030年
2月21日 分割返済 （注4） 無担保

無保証
株式会社第三銀行 ― 1,464

株式会社中国銀行 ― 732

株式会社福岡銀行 ― 488

合 計 ― ― 4,795 ― ― ― ― ―
（注1） 平均利率は、日数による期中加重平均を記載しており、記載未満の桁数を切捨てにより記載しています。
（注2） 資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の取得に付随する仮払消費税の支払資金です。
（注3）   金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を

記載しています。
（注4） 資金使途は、再生可能エネルギー発電設備等の購入資金等です。
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（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。

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

インフラ資産等の名称
取 得 譲 渡

取得年月日 取得価額
（百万円） 譲渡年月日 譲渡価額

（百万円）
帳簿価額

（百万円）
売却損益

（百万円）

埼玉久喜太陽光発電所 2020年 2 月21日 202 ― ― ― ―

広島生口島太陽光発電所 2020年 2 月21日 414 ― ― ― ―

石川花見月太陽光発電所 2020年 2 月21日 648 ― ― ― ―

石川矢蔵谷太陽光発電所 2020年 2 月21日 811 ― ― ― ―

石川輪島門前太陽光発電所 2020年 2 月21日 612 ― ― ― ―

和歌山太地太陽光発電所 2020年 2 月21日 178 ― ― ― ―

三重紀宝太陽光発電所 2020年 2 月21日 182 ― ― ― ―

茨城大子1号・2号太陽光発電所 2020年 2 月21日 900 ― ― ― ―

石川内灘太陽光発電所 2020年 2 月21日 656 ― ― ― ―

富山高岡1号・2号太陽光発電所 2020年 2 月21日 1,037 ― ― ― ―

富山高岡3号太陽光発電所 2020年 2 月21日 425 ― ― ― ―

富山上市太陽光発電所 2020年 2 月21日 380 ― ― ― ―

石川能登明野太陽光発電所 2020年 2 月21日 619 ― ― ― ―

石川能登合鹿太陽光発電所 2020年 2 月21日 1,034 ― ― ― ―

石川金沢東長江1号・2号
太陽光発電所 2020年 2 月21日 1,992 ― ― ― ―

合 計 ― 10,093 ― ― ― ―
（注）   「取得価額」は、取得資産に係る各発電設備等売買契約書等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）	特定資産の価格等の調査
①	不動産（鑑定評価）

取得又は
譲渡 不動産の名称 取引年月日

取得価額又は
譲渡価額

（百万円）

不動産鑑定
評価額

（百万円）
価格時点

取得 埼玉久喜太陽光発電所 2020年 2 月21日 13 13 2019年11月 1 日
取得 広島生口島太陽光発電所 2020年 2 月21日 119 119 2019年11月 1 日
取得 石川花見月太陽光発電所 2020年 2 月21日 17 18 2019年11月 1 日
取得 石川矢蔵谷太陽光発電所 2020年 2 月21日 29 30 2019年11月 1 日
取得 石川輪島門前太陽光発電所 2020年 2 月21日 99 99 2019年11月 1 日
取得 和歌山太地太陽光発電所 2020年 2 月21日 23 23 2019年11月 1 日
取得 三重紀宝太陽光発電所 2020年 2 月21日 24 24 2019年11月 1 日
取得 茨城大子1号・2号太陽光発電所 2020年 2 月21日 35 36 2019年11月 1 日
取得 石川内灘太陽光発電所 2020年 2 月21日 39 47 2019年11月 1 日
取得 富山高岡1号・2号太陽光発電所 2020年 2 月21日 188 195 2019年11月 1 日
取得 富山高岡3号太陽光発電所 2020年 2 月21日 86 106 2019年11月 1 日
取得 富山上市太陽光発電所 2020年 2 月21日 57 65 2019年11月 1 日
取得 石川能登明野太陽光発電所 2020年 2 月21日 70 75 2019年11月 1 日
取得 石川能登合鹿太陽光発電所 2020年 2 月21日 160 178 2019年11月 1 日
取得 石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所 2020年 2 月21日 431 485 2019年11月 1 日

合 計 1,396 1,513 ―
（注1） 「取得価額」は、取得資産に係る発電設備等売買契約書等に記載された土地及び地上権等相当額の売買代金を記載しています。
（注2）   上表の鑑定評価は、一般財団法人日本不動産研究所が「不動産評価基準各論第3章　証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」に基づき行っ

ています。

②	インフラ資産等

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 埼玉久喜太陽光発電所 2020年 2 月21日 202 210～ 246 2019年 9 月30日
取得 広島生口島太陽光発電所 2020年 2 月21日 414 382～ 517 2019年 9 月30日
取得 石川花見月太陽光発電所 2020年 2 月21日 648 619～ 823 2019年 9 月30日
取得 石川矢蔵谷太陽光発電所 2020年 2 月21日 811 778～ 1,027 2019年 9 月30日
取得 石川輪島門前太陽光発電所 2020年 2 月21日 612 560～ 769 2019年 9 月30日
取得 和歌山太地太陽光発電所 2020年 2 月21日 178 170～ 228 2019年 9 月30日
取得 三重紀宝太陽光発電所 2020年 2 月21日 182 171～ 219 2019年 9 月30日
取得 茨城大子1号・2号太陽光発電所 2020年 2 月21日 900 857～ 1,093 2019年 9 月30日
取得 石川内灘太陽光発電所 2020年 2 月21日 656 737～ 919 2019年 9 月30日
取得 富山高岡1号・2号太陽光発電所 2020年 2 月21日 1,037 987～ 1,277 2019年 9 月30日
取得 富山高岡3号太陽光発電所 2020年 2 月21日 425 462～ 629 2019年 9 月30日
取得 富山上市太陽光発電所 2020年 2 月21日 380 392～ 521 2019年 9 月30日
取得 石川能登明野太陽光発電所 2020年 2 月21日 619 609～ 804 2019年 9 月30日
取得 石川能登合鹿太陽光発電所 2020年 2 月21日 1,034 1,038～ 1,419 2019年 9 月30日
取得 石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所 2020年 2 月21日 1,992 2,027～ 2,808 2019年 9 月30日

合 計 10,093 9,999～13,299 ―
（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等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）   特定資産の調査価格は、上記①不動産（鑑定評価）の不動産鑑定評価額を勘案して算出した再生可能エネルギー発電設備と不動産の一体の価

格です。
（注3）   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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③	その他
　本投資法人が行った取引で、投信法第201条の定めにより価格等の調査が必要とされたもののうち、上
記「① 不動産、② インフラ資産等」に記載されている取引以外の取引については、太陽有限責任監査法人
にその調査を委託しています。
　2019年10月24日から2020年5月31日までの対象期間中に調査対象となった取引は、金利スワップ取
引1件であり、当該取引については、太陽有限責任監査法人からの調査報告書を受領しています。
　なお、当該調査に際しては、金利スワップ取引についての相手方の名称、通貨の種類、約定利率、取引
期間その他の当該金利スワップ取引の内容に関することについて調査を委託しています。

（4）	利害関係人等との取引状況
　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。

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
①	投資主総会
　2019年12月17日に本投資法人の第1回投資主総会を開催しました。投資主総会で承認された事項のう
ち主な概要は以下のとおりです。

議 案 概 要

第1号議案　規約一部変更の件 本投資法人の規約第28条第2項の規定に合わせるため、所要の変更を実施しま
した。また、一部規約の簡素化、語句の修正を実施しました。

第2号議案　補欠執行役員1名選任の件 佐々木聡氏を選任しました。

第3号議案　補欠監督役員1名選任の件 爲近幸恵氏を選任しました。

②	投資法人役員会
　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・変更のうち主な概要は以下のとお
りです。

承認日 項 目 概 要

2019年10月25日 資産運用委託契約の締結 本投資法人の資産運用に係る業務をジャパン・インフラファン
ド・アドバイザーズ株式会社に委託しました。

2019年10月25日 一般事務委託及び資産保管委託
契約の締結

本投資法人の一般事務及び資産の保管に係る業務をみずほ信託
銀行株式会社に委託しました。

2019年10月25日 事務委託契約（投資口事務受託
契約）

本投資法人の名義書換等に係る事務をみずほ信託銀行株式会社
に委託しました。

2019年11月15日 会計事務等に係る業務委託契約
の締結

本投資法人の会計に関する事務を令和アカウンティング・ホー
ルディングス株式会社に委託しました。

2019年11月15日 税務事務等にかかる業務委託契
約の締結

本投資法人の会計に関する事務を税理士法人令和会計社に委託
しました。

2020年 1 月15日 新投資口引受契約の締結
同日開催の本投資法人役員会において承認された新投資口の発
行について、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社
に投資口引受及び募集に関する事務を委託しました。

（2）	海外不動産保有法人に係る開示
　該当事項はありません。

（3）	海外不動産保有法人が有する不動産に係る開示
　該当事項はありません。

（4）	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。
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（単位：千円）

当 期
（2020年5月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,054,409

営業未収入金 237,050

前払費用 35,100

未収消費税等 883,343

その他 91,366

流動資産合計 2,301,271

固定資産

有形固定資産

機械及び装置 8,935,040

減価償却累計額 △145,323

機械及び装置（純額） 8,789,717

土地 1,291,382

有形固定資産合計 10,081,099

無形固定資産

借地権 150,060

無形固定資産合計 150,060

投資その他の資産

差入保証金 16,796

長期前払費用 42,556

繰延税金資産 17

投資その他の資産合計 59,370

固定資産合計 10,290,530

繰延資産

投資口交付費 34,176

繰延資産合計 34,176

資産合計 12,625,978

（単位：千円）

当 期
（2020年5月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金 69,644

短期借入金 990,000

1年内返済予定の長期借入金 338,324

未払金 38,473

未払費用 260

未払法人税等 1,062

預り金 41

流動負債合計 1,437,806

固定負債

長期借入金 4,456,804

固定負債合計 4,456,804

負債合計 5,894,611

純資産の部

投資主資本

出資総額 6,690,492

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 40,874

剰余金合計 40,874

投資主資本合計 6,731,366

純資産合計 ※1 6,731,366

負債純資産合計 12,625,978

貸借対照表Ⅱ
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当期（自　2019年10月24日　　至　2020年5月31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 ― ― ― ― ―

当期変動額

新投資口の発行 6,690,492 ― ― 6,690,492 6,690,492

当期純利益 ― 40,874 40,874 40,874 40,874

当期変動額合計 6,690,492 40,874 40,874 6,731,366 6,731,366

当期末残高 ※1 6,690,492 40,874 40,874 6,731,366 6,731,366

（単位：千円）

当 期
自　2019年10月24日（至　2020年 5 月31日）

営業収益

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 ※1 382,330

営業収益合計 382,330

営業費用

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 ※1 180,250

資産運用報酬 21,244

資産保管・一般事務委託手数料 5,196

役員報酬 4,900

その他営業費用 12,117

営業費用合計 223,708

営業利益 158,621

営業外収益

受取利息 0

営業外収益合計 0

営業外費用

支払利息 9,029

融資関連費用 79,887

創立費 5,000

投資口交付費償却 22,784

営業外費用合計 116,702

経常利益 41,919

税引前当期純利益 41,919

法人税、住民税及び事業税 1,062

法人税等調整額 △17

法人税等合計 1,045

当期純利益 40,874

前期繰越利益 ―

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 40,874

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

項 目
当 期

自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31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。
　機械及び装置 18年～23年

（2） 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
　支出時に全額費用処理しています。

（2） 投資口交付費
　定額法により償却しています。

3. 収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法
　保有する再生可能エネルギー発電設備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、再生可能エネルギー発電設備等の取得に伴い、本投資法人が負担
すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用として計上せず、当
該再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入しています。
　当期において再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入した固定
資産税等相当額は58,449千円です。

4. ヘッジ会計の方法 （1） ヘッジ会計の方法
　特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用して
います。

（2） ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段　金利スワップ
　ヘッジ対象　借入金金利

（3） ヘッジ方針
　本投資法人は財務方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッ
ジする目的でデリバティブ取引を行っています。

（4） ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省
略しています。

5.   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。

［貸借対照表に関する注記］

当 期
（2020年5月31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

［損益計算書に関する注記］
（単位：千円）

当 期
自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31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
　（基本賃料） 263,958
　（変動賃料） 118,287
　（付帯収入） 84
　再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 382,330

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） 17,171
　（修繕費） 2,310
　（公租公課） 72
　（保険料） 7,323
　（減価償却費） 145,323
　（支払地代） 7,007
　（その他賃貸費用） 1,041
　再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 180,250

C. 再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 202,080

［投資主資本等変動計算書に関する注記］

当 期
自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31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 73,320口

［税効果会計に関する注記］

当 期
（2020年5月31日）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：千円）

　未払事業税損金不算入額 17
　繰延税金資産合計 17
繰延税金資産の純額 17

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

（単位：％）
法定実効税率 31.46

（調整）
　支払分配金の損金算入額 △30.65
　その他 1.68
税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.49

注記表Ⅴ
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［金融商品に関する注記］
当期（自　2019年10月24日　　至　2020年5月31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。デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変
動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとし、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、金利変動リスクや流動性リスク等に晒されて
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70％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。さら
に、金利変動リスクを回避し、変動金利の実質的固定化を図るために、デリバティブ取引（金利スワッ
プ取引等）をヘッジ手段として利用できることとしています。

（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
　2020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（注1） 差 額

（1） 現金及び預金 1,054,409 1,054,409 ―

（2） 営業未収入金 237,050 237,050 ―

資産合計 1,291,459 1,291,459 ―

（3） 短期借入金 990,000 990,000 ―

（4） 1年内返済予定の長期借入金 338,324 338,096 △227

（5） 長期借入金 4,456,804 4,483,354 26,549

負債合計 5,785,129 5,811,450 26,321

（6） デリバティブ取引 ― ― ―

（注1） 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブに関する事項
資産

（1）現金及び預金、（2）営業未収入金
　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

（3）短期借入金、（4）1年内返済予定の長期借入金、（5）長期借入金
　変動金利による短期借入金及び長期借入金は、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。なお、変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象としているものは、当該金利スワップと一体として処理され
た元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。

（6）デリバティブ取引
　1. ヘッジ会計が適用されていないもの

　該当事項はありません。
　2. ヘッジ会計が適用されているもの

　ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は以下のとおりです。 （単位：千円）

ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の
種類等 主なヘッジ対象

契約金額等
時価 当該時価の

算定方法うち1年超

金利スワップの特例処理 金利スワップ取引
支払固定・受取変動 長期借入金 4,795,129 4,456,804 （注） ―

（注）   金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、（4）1年内返済予定の長期借入金及び（5）長期借入金の時価に含めて記載しています。

（注2） 金銭債権の決算日（2020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 1,054,409 ― ― ― ― ―
（2） 営業未収金 237,050 ― ― ― ― ―

合 計 1,291,459 ― ― ― ― ―

（注3） 借入金の決算日（2020年5月31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

（3） 短期借入金 990,000 ― ― ― ― ―
（4） 1年内返済予定の長期借入金 338,324 ― ― ― ― ―
（5） 長期借入金 ― 305,095 297,763 322,933 325,541 3,205,471

合 計 1,328,324 305,095 297,763 322,933 325,541 3,205,471

［賃貸等不動産に関する注記］
当期（自　2019年10月24日　　至　2020年5月31日）
　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、当期増
減額及び当期末評価額は、以下のとおりです。

貸借対照表計上額（千円）（注2） 当期末評価額（千円）
（注4）当期首残高 当期増減額（注3） 当期末残高

― 10,231,159 10,231,159 11,558,500
（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当期末評価額につ

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）   当期増加額のうち主要な増加理由は太陽光発電設備等15発電所の取得（10,376,483千円）によるものであり、当期減少額のうち、主要な減

少理由は減価償却費（145,323千円）の計上によるものです。
（注4）   PwCサステナビリティ合同会社より取得した2020年5月31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35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。
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［資産の運用の制限に関する注記］
　該当事項はありません。

［関連当事者との取引に関する注記］
当期（自　2019年10月24日　　至　2020年5月31日）

属 性 会社等の名称
又は氏名

事業の内容
又は職業

投資口の
所有口数の

割合
（％）

取引の内容
取引金額
（千円）
（注1）

科目
期末残高
（千円）
（注1）

資産運用会社の
利害関係人等 丸紅株式会社 総合商社 3.3 出資金の受入 229,326 出資総額 229,326

（注1） 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
（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］

当 期
自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31日

1口当たり純資産額 91,808円
1口当たり当期純利益 1,182円

　1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数による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の算定上の基礎は、以下のとおりです。

当 期
自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31日

当期純利益（千円） 40,874
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） 40,874
期中平均投資口数（口） 34,555

［重要な後発事象に関する注記］
当期（自　2019年10月24日　　至　2020年5月31日）
　該当事項はありません。

項 目
当 期

自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31日

Ⅰ　当期未処分利益 40,874,256円

Ⅱ　利益超過分配金加算額

　　出資総額控除額 45,018,480円

Ⅲ　分配金の額 85,857,720円

　　（投資口1口当たり分配金の額） （1,171円）

　　うち利益分配金 40,839,240円

　　（うち1口当たり利益分配金） （557円）

　　うち利益超過分配金 45,018,480円

　　（うち1口当たり利益超過分配金） （614円）

Ⅳ　次期繰越利益 35,016円

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第37条第1項に定める分配方針に基づき、
分配金の額は租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本
投資法人の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40,874,256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
40,839,240円を利益分配金として分配することとしました。
　なお、本投資法人の規約第37条第2項に定める金銭の分配の
方針に基づき、45,018,480円を、利益を超える金銭の分配

（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）として分
配することとしました。
　この結果、投資口1口当たりの分配金は1,171円となりました。

（注）   本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要（投資
対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等）に対
応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた
金銭の分配（出資の払戻し）として分配します。こうした方針の下、減価償却費145,323千円の31.0％に相当する45,018千円を利益を超えた
金銭の分配（出資の払戻し）として分配することと致しました。

金銭の分配に係る計算書Ⅵ
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監査報告書Ⅶ
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（単位：千円）

当 期
自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 41,919

減価償却費 145,323

創立費 5,000

投資口交付費償却 22,784

受取利息 △0

支払利息 9,029

営業未収入金の増減額（△は増加） △237,050

未収消費税等の増減額（△は増加） △883,343

営業未払金の増減額（△は減少） 7,100

未払金の増減額（△は減少） 38,473

預り金の増減額（△は減少） 41

前払費用の増減額（△は増加） △35,100

長期前払費用の増減額（△は増加） △42,556

その他 △96,366

小計 △1,024,746

利息の受取額 0

利息の支払額 △8,769

法人税等の支払額 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,033,515

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 △10,163,878

無形固定資産の取得による支出 △150,060

差入敷金及び保証金の差入による支出 △16,796

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,330,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 990,000

長期借入れによる収入 4,910,376

長期借入金の返済による支出 △115,247

投資口の発行による収入 6,690,492

投資口交付費の支出 △56,961

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,418,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,054,409

現金及び現金同等物の期首残高 ―

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,054,409
（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。

キャッシュ・フロー計算書（参考情報）Ⅷ

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］（参考情報）

項 目
当 期

自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31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・フロー計算書に関する注記］（参考情報）

当 期
自　2019年10月24日
至　2020年 5 月31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
 （単位：千円）
現金及び預金 1,054,409
現金及び現金同等物 1,054,409
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外国法人等
1.0%（780口）

外国法人等
0.3%（14名）

投資主インフォメーション

 分配金は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）にお持ちいただくことでお受取
りいただけます。

分配金のお受取りについて IRカレンダー

投資主メモ

投資主の構成

投資口価格の推移

➡ 口座を開設されている証券会社へご連絡ください。

➡ 証券会社に口座を開設されていない場合やその他お問い合わせは、
　 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部（0120-288-324）までご連絡ください。

住所、氏名、分配金のお受取り方法等の変更手続きについて

受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、みずほ信託銀行株式会社 証券代行
部へご郵送いただくか、同行の本支店窓口にてお受取りください（ご郵送先等については、「投資主メモ」を
ご参照ください）。分配金は本投資法人の規約により、分配金支払い開始の日から満3年を経過しますとお
支払いできなくなりますので、お早めにお受取りください。

ホ ー ム ペ ー ジ の ご 案 内

ジャパン・インフラファンド投資法人では、
ホームページを通じて、最新情報、決算情報や
予想分配金の情報など様々な情報を公開して
います。また、スマートフォンからもご覧いた
だけます。

投資口に関する「マイナンバー制度」のご案内

市区町村から通知されたマイナンバーは、投資口の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、投資主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

支払調書

投資口関係業務におけるマイナンバーの利用

＊分配金に関する支払調書

法令に定められたとおり、支払調書には投資主様の
マイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

証券口座にて投資口を管理されている投資主様
➡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様
➡下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

■ マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社	証券代行部	0120-84-0178

https://ji-fund.com/

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

11月期
決算発表

5月期
決算発表

5月期決算期日 11月期決算期日

11月期分配金支払開始
11月期資産運用報告発送

5月期分配金支払開始
5月期資産運用報告発送

決 算 期 日 毎年5月末日、11月末日
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：9287）
投 資 主 総 会 原則として、2年に1回以上開催
公 告 掲 載 新 聞 日本経済新聞
投資主名簿等管理人 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
同 事 務 取 扱 場 所 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  本店証券代行部

■ 郵便物送付先
〒168-8507  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
■ 電話お問い合わせ先
0120-288-324（平日9：00～17：00）

金融機関
14.8%（10,921口）

金融機関
0.6%（29名）

証券会社
1.8%（1,354口）

証券会社	0.2%（11名）

その他国内法人
16.2%（11,938口）

その他国内法人
2.6%（118名）

個人・その他
65.9%（48,327口）

個人・その他
96.0%（4,224名）
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