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　投資主の皆様におかれましては、平素より日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
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29年3月29日、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21.766MW（メガワット）、取得価格合計8,258百万円、計8物件の太陽光
発電設備を取得し、運用を開始いたしました。このたび第1期（平成28年8月2日～平成29
年7月31日）を終えることができましたのも、ひとえに投資主の皆様のご支援の賜物であり、�
心より感謝申し上げます。

　第1期につきましては、営業収益312百万円、営業利益107百万円、経常利益21百万円、�
当期純利益19百万円となりました。好天に恵まれたことを主因として、当期純利益は当初
予想の14百万円を5百万円上回り、1口当たり分配金は、当初予想337円から476円に�
当初予想比41.2%上方修正いたしました。

　第1期の実質的な運用日数は、運用資産を取得した上場日を始期とすると約4ヶ月と短
期間であったこと、上場関連費用を一括償却したことから、第1期の1口当たり分配金は少
額となりましたが、第2期（平成29年8月1日～平成30年1月31日）の予想分配金は3,210
円、第3期（平成30年2月1日～平成30年7月31日）の予想分配金は3,102円を見込んでお
ります。

　今後とも、本投資法人が有する充実したパイプラインや、スポンサーであるリニューア�
ブル・ジャパン株式会社と東急不動産株式会社との資本業務提携に基づく共同出資ファ
ンドからの資産の供給などによる外部成長を実現させ、安定的な水準の分配金をご提供
できるよう努めてまいりますので、引き続きご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

本投資法人は、化石燃料に比して「枯渇の心配がなく」、�
「どこにでも存在しうる」、「CO2をほとんど排出しないクリーンエネルギー」等の�
特質を有する再生可能エネルギーを利用した�
再生可能エネルギー発電設備等を主たる投資対象として、�
安定的なキャッシュフローと収益を創出する�
投資機会を投資家に提供することを目指します。

本投資法人は、現在の社会生活において重要な社会インフラと考える�
再生可能エネルギー発電設備等に対して積極的な投資運用を行い、�
再生可能エネルギーの導入拡大を促進し、持続可能な社会の実現に努めます。�
また、再生可能エネルギー発電設備等に対する�
投資運用を通じて地域経済の活性化及び発展に貢献し、�
環境関連産業の育成や雇用の創出といった新たな取組みも促します。

本投資法人は、このような投資を通じて得られる安定的なキャッシュフローと�
収益により、中長期的に投資主価値を最大化することを目指します。

（注）�「サポート会社」とは、本投資法人及び本資産運用会社との間でサポート契約を締結している日本アジア投資株式会社（以下「JAIC」といいます。）、アン
フィニ株式会社（以下「アンフィニ」といいます。）及び霞ヶ関キャピタル株式会社（以下「霞ヶ関キャピタル」といいます。）の総称をいいます。以下同じです。

本投資法人の基本方針
本投資法人は、スポンサーであるリニューアブル・ジャパン及びサポート会社（注）3社のパイプラインサポー
ト等を通じて資産規模の拡大を図ります。
また、本投資法人は、再生可能エネルギーによる発電事業（以下「再生可能エネルギー発電事業」といいます。）
に関してスポンサーが有する独自のノウハウである、情報収集・分析力、企画・開発力、資金調達力及び運営・管
理力並びにこれらのノウハウに基づいて構築された、再生可能エネルギー発電設備に関する終始一貫した
事業体制及び地域に根付いた安定稼働・安定管理体制等のスポンサーの経営資源を最大限に活用すること
で、本投資法人の運用資産の競争力を最大限に引き出し、資産価値の維持・向上を図る方針です。
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平成29年7月期（第1期）
自 平成28年8月2日　至 平成29年7月31日

予想 実績 差異
実額 予想比

運用状況 （百万円） 

営業収益 306 312 +5 1.9%

営業費用 209 204 △5 △2.1%

営業利益 97 107 +10 10.3%

営業外費用 82 86 +5 5.7%

経常利益 15 21 +5 34.2%

当期純利益 14 19 +5 37.4%

1口当たり分配金 （円） 337 476 +139 41.2%

平成29年

3月
平成29年

4月
平成29年

5月
平成29年

6月
平成29年

7月 合計

総予想売電収入額（千円） 6,354 86,800 96,673 94,481 80,565 364,875

総実績売電収入額（千円） 6,259 88,869 98,552 105,411 98,619 397,712

変動賃料額 （千円） 0 0 0 740 4,998 5,739

平成29年

3月※
平成29年

4月
平成29年

5月
平成29年

6月
平成29年

7月 合計

 S-01 一関市金沢太陽光発電所 85% 98% 101% 110% 114% 106%
 S-02 伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所 109% 103% 100% 101% 117% 105%
 S-03 東洋町メガソーラー発電所 114% 102% 92% 92% 127% 106%
 S-04 気仙沼市本吉町太陽光発電所 123% 106% 102% 107% 119% 106%
 S-05 松阪市飯高町太陽光発電所（南北） 112% 103% 105% 120% 142% 116%
 S-06 佐田太陽光発電所 107% 104% 101% 125% 135% 115%
 S-07 岡山高梁太陽光発電所 97% 105% 106% 119% 128% 114%
 S-08 津高野尾太陽光発電所 102% 104% 99% 110% 132% 110%

 計 97% 101% 101% 110% 121% 108%
※�3月の発電日数は3日間です。

区分 借入先 残高
(百万円) 固定/変動 利率 借入日 返済方法 返済期日

長期

(株)三井住友銀行
(株)あおぞら銀行
(株)りそな銀行
(株)北陸銀行
(株)東京スター銀行
(株)三重銀行

1,231(注1) 固定金利 1.30000% 平成29年
3月29日

一部分割
返済

平成39年
3月28日

(株)三井住友銀行
(株)あおぞら銀行
(株)りそな銀行
(株)北陸銀行
(株)東京スター銀行
(株)三重銀行

1,231(注1) 固定金利 1.30000% 平成29年
3月29日

一部分割
返済

平成39年
3月28日

(株)三井住友銀行
(株)あおぞら銀行
(株)りそな銀行
(株)北陸銀行
(株)東京スター銀行
(株)三重銀行

2,379(注1) 変動金利 0.75727%(注2) 平成29年
3月29日

一部分割
返済

平成39年
3月28日

※�LTV：�Loan�to�Value�資産総額に占める有利子負債の割合。
(注1)�単位未満の数値は切り捨てて表示。
(注2)�平成29年7月1日から9月30日までの期間の適用金利であり、(一社)全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月日本円TIBORに0.7%を加算

した値。

当期純利益の主要な差異要因
(対予想比)

営 業 収 益 好天による 
変動賃料発生 +5

営 業 費 用 担保権設定 
登記費用減 +5

営業外費用 上場時の 
弁護士費用増 ▲5

当 期 純 利 益 +5

分配金上方修正
当初予想比
+41.2%

売電収入額実績

発電量予想

借入の状況

■ ■ ■ 総実績売電収入額 / 総予想売電収入額の推移 ■ ■ ■

■ ■ ■ 実績発電量/予想発電量 ■ ■ ■

■ ■ ■ 有利子負債の状況 ■ ■ ■

■ ■ ■ 借入金の状況 ■ ■ ■

借入金残高：4,843百万円、  投資法人債残高：なし、  LTV※：54.8%

地域分散が効いており、地域的な悪天候の影響を受けにくく、
ポートフォリオとして安定的に発電。
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決算ハイライト



　投資主の皆様におかれましては、平素より日本再生可能エネルギー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、中長期的に投資主価値を最大化することを基本理念としており、今後5年を
目途とした成長戦略として、ポートフォリオ1,000億円の資産規模を目指してまいります。
　この成長戦略を支えるのが、スポンサーであるリニューアブル・ジャパン株式会社（以下「ス
ポンサー」といいます。）、スポンサーと東急不動産株式会社との共同出資ファンド、サポート
会社3社、資産運用会社独自のネットワーク等といった充実したパイプラインです。
　スポンサーは、太陽光発電設備等の開発から管理・運営に至るまで、再生可能エネルギー専
業会社として終始一貫した事業を営んでおり、本投資法人を支える大きな後ろ盾となってい
ます。スポンサーのパイプラインについては、次のグラフをご覧ください。これは、本投資法人
の各決算期末までに、スポンサーが建設中の太陽光発電設備が完成する見込値（パネル出力）
を示しています。平成33年1月期（第8期）末までに、累計パネル出力350MWの太陽光発電設
備が完成予定となっています。

　さらにスポンサーは、平成29年8月、東急不動産株式会社と資本業務提携を行い、資産規模
2,000億円の共同出資ファンドを設立する計画です。この共同出資ファンドは、本投資法人と
の競合はなく、共同出資ファンドに組み入れられた太陽光発電設備は、本投資法人に優先的に
供給される見込みです。

■ ■ ■ 本投資法人 各決算期末までの、スポンサー・パイプラインの売電開始予定 累積パネル出力 ■ ■ ■

■ ■ ■ スポンサーが開発中の太陽光発電設備等の分布 （平成29年7月31日現在） ■ ■ ■   

● リニューアブル・ジャパン（スポンサー）が第三者割当増資により発行する普通
株式の一部を東急不動産が引き受け。

● 本資本業務提携の内容
・ 東急不動産とスポンサーは、再生可能エネルギー発電事業のノウハウを 

共同活用することで、再生可能エネルギー発電事業を推進。
・ 東急不動産とスポンサーは、再生可能エネルギー発電設備を対象とした、 

資産規模2,000億円の共同出資ファンドの組成を目指す。
・ 共同出資ファンドが保有する再生可能エネルギー発電設備は、 

本投資法人に対して優先的に供給される計画。
・ 本資本業務提携は、再生可能エネルギー発電事業の推進とともに、 

インフラファンド市場の成長と活性化に大きく寄与すると考える。

● 本資本業務提携に基づき、共同出資ファンドの組入物件が、本投資法人に優先
的に供給されることにより、本投資法人の中長期的な成長に寄与すると思料。

■ ■ ■ ■ 東急不動産とスポンサーとの資本業務提携

22物件 112.2MW
20物件

着工済
未着工・設備認定取得済 323.6MW

合計パネル出力物件数

北海道 7MW 3件
（うち着工済 7MW 3件）

岩手 68MW 7件
（うち着工済 5MW 2件）

青森 22MW 2件

宮城 65MW 5件
（うち着工済 13MW 3件）

福島 25MW 1件

愛知 1MW 1件
（うち着工済 1MW 1件）

静岡 19MW 4件
（うち着工済 14MW 2件）

京都 45MW 2件

三重 46MW 13件
（うち着工済 38MW 9件）

奈良 31MW 1件
（うち着工済 31MW 1件）

岡山80MW 1件

鹿児島 28MW 2件
（うち着工済 2MW 1件）
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　スポンサーがすでに設備認定を取得済みである（売電開始後20年間の買取価格が決まっ
ている）着工済み並びに未着工の太陽光発電設備の合計パネル出力は、平成29年7月末現在
435MWにのぼり、所在する地域も日本各地に分散されています。これら全ての太陽光発電
設備について本投資法人が優先交渉権を有しており、本投資法人を地域分散の優れたポート
フォリオに成長させてゆくことが可能であると考えています。

■ ■ ■ ■ 5年間で1,000億円の資産規模を目指します

（注）�着工済には完成済を含みます。
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投資主の皆様へ



 
 
　平成29年9月、本投資法人は、GRESBインフラストラクチャーに、私募ファンドを含む日本
のインフラファンドとして初めて参加しました。
　GRESBは、その評価対象が、ESG（環境問題・社会問題・企業統治問題）に対してどれだけ配
慮しているのかを示す指標であり、不動産版のGRESBはもはやJ-REITでは一般的となってい
ます。
　ファンドの総合評価は、本投資法人が属する再生可能エネルギーピアグループにおいて、
世界各国から参加した10インフラファンド中3位となりました。
　また、本投資法人が保有する最大の太陽光発電設備である「一関市金沢太陽光発電所」は、
グローバルの相対評価によるGRESBレーティングにおいて3スター（最上位は5スター）を取
得しました。　
　また、資産運用会社は「サステナビリティに関する方針」を策定したほか、本投資法人のスポ
ンサーも「サステナビリティの基本方針」を表明しています。これにより、リニューアブル・ジャ
パン・グループとして、ESGに対する高い意識を共有し、太陽光発電設備の開発から管理・運
営に至るまで、これまでにもまして、環境に十分配慮するとともに、地域住民の方々との交流
を大切にし、地域経済の発展に貢献してまいります。

　現在東京証券取引所に上場しているインフラファンドは、いずれも太陽光発電設備のみを
保有するに留まっています。本投資法人では、電源構成の多様化、他の上場インフラファンド
との差別化、投資主価値の向上を図るべく、風力発電設備など太陽光発電設備以外の再生可
能エネルギー発電設備についても、可能な限り早期に取得したいと考えており、具体的な検討
を進めております。
　また、当面は国内の再生可能エネルギー発電設備を投資対象といたしますが、将来的には
海外の再生可能エネルギー発電設備も投資対象とすべく、その実現可能性を含め、調査検討
を進めてまいります。

 
 
　本投資法人は、安定的な金銭の分配を可能とするための2つの大きな特徴を有しています。　
　まず、一点目の特徴として、天候不順等により、実績売電収入額が予想売電収入額を下回っ
た場合であっても、オペレーターSPCが業務を継続し、かつ本投資法人に対して基本賃料を
支払うことができるよう、オペレーターSPCの積立口座に一定の金銭を積み立てています。
　積立口座は2種類あり、一つは賃料等積立口座で、基本賃料の3ヶ月相当額と30百万円を 
積み立てており、実績売電収入額が予想売電収入額を下回った場合に、基本賃料の支払いに
充てられます。基本賃料の3ヶ月相当額は、過去20年間の日射量変動について統計分析され
たデータに基づけば、百年に一回の頻度で起こり得る極端な日照不足が25ヶ月間連続しても、
その期間中、基本賃料を全額払い続けることができる金額に相当します。もう一つは予備費 
積立口座で、基本賃料の1ヶ月相当額を積み立てており、実績売電収入額が予想売電収入額に
不足した場合においても、オペレーターSPCが負担する営業費用支払いに支障が生じない 
よう手当てされております。
　このような積立口座による基本賃料の滞納リスクの回避に加え、実績売電収入額が予想売
電収入額の110%相当額以上となった場合には、超過部分の50%を変動賃料収入として本投
資法人が受け取ることができるインセンティブも享受することができます。第1期は、3月の
実績売電収入額は予想売電収入額を下回りましたが、基本賃料は全額支払われ、6月及び7月
には変動賃料収入が発生し、分配金の上方修正につながりました。

■ ■ ■ ■ 新たな領域に積極的に挑戦します ■ ■ ■ ■ 安定的に分配金をお支払いするしくみ

・ GRESBインフラ版は、平成28年に創設。日本からは、ファンドとしては本投資法人が
初の参加。

・ ファンドの総合評価において、本投資法人が属する再生可能エネルギーピアグルー
プの参加10ファンド中で3位。

・ 本投資法人が保有する「一関市金沢太陽光発電所」は、グローバルの相対評価によ
るGRESBレーティングにおいて3スター(最上位は5スター)を取得。

・ 資産運用会社としても「サステナビリティ方針」を策定。ESGに配慮した投資を行っ
ている機関投資家に、積極的な組入対象として訴求。

・ 本投資法人が保有する8発電所が、1年間に削減する二酸化炭素の量は1.16万トン。
※　ESG：環境問題(Environment)、社会問題(Social)、企業統治問題(Governance)の英語の頭文字。

ESG投資対応
■ ■ ■ 本邦インフラファンド初の、GRESBインフラ版参加 ■ ■ ■

 

 
 

変動賃料

基本賃料

必要経費

予想より売電収入金額が 
少なかったとき

予想より売電収入金額が 
多かったとき

総予想売電収入額

総実績売電収入額

100％
予想＝実績

110％

賃料等積立口座で 
補われる可能性の 
ある部分

（注） 基本賃料は厳密には月により異なりますが、ここでは説明の簡便化のため、毎月一定額としています。
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倒産隔離されていない例 本投資法人の場合

オペレーター
兼

スポンサー

オペレーター
兼

スポンサー

オペレーターSPC

投資法人 本投資法人

オペレーターが、投資法人以外
の発電事業者の運営も兼ねて
いる場合、スポンサー有事に影
響を受けうる

オペレーターSPCが
スポンサーから
倒産隔離されている

オペレーターSPCは、
本投資法人の
保有物件以外は扱わない

設備売買・
賃貸借契約 発電設備賃貸借契約

オペレーター業務委託契約

本投資法人の運用ストラクチャーにおいては、スポンサーグループにより設立された日本再生可能エネルギーオペレーター合同会
社（以下「オペレーターSPC」といいます。）が、本投資法人が取得予定の全ての再生可能エネルギー発電設備等を賃借したうえで発
電事業を行います。一方、オペレーター業務及びO&M業務は、オペレーターSPCからの委託に基づきスポンサーが行います。オペ
レーターSPCは倒産隔離されており、本投資法人が取得予定の再生可能エネルギー発電設備等以外の物件に係る賃借及び発電事
業を行わないため、極めて安定した運用ストラクチャーの構築を実現しています。

オペレーターSPCでは、天候不順その他の理由により売電収入が想定の金額を下回った場合でも、直ちに本投資法人に対する賃料の支
払が滞ることのないよう、予想売電収入額を超過する売電収入額を原資として、オペレーターSPCが賃借する全ての再生可能エネル
ギー発電設備等の基本賃料1年分の12分の3相当額に30百万円を加算した額を賃料等積立口座に、また、事業計画に定める全ての再生
可能エネルギー発電設備等の営業費用として基本賃料の1年分の12分の1相当額を予備費積立口座に積み立てることとしており、これ
により本投資法人の賃貸収入等の保全を図ります。

前記のとおり、スポンサーはオペレーターSPCからオペレーターSPCの事務管理に関する業務及びO&M業務を受託していますが、将来
万一オペレーター選定基準に抵触する等の理由により当該業務が遂行できなくなった場合に備え、本投資法人は本資産運用会社を
バックアップSPC事務管理業者に、株式会社NTTファシリティーズをバックアップO&M業者に選定しています。これにより、オペレー
ターSPCの売電料の収受や本投資法人への賃料支払等の口座管理を含むキャッシュマネジメント業務及び再生可能エネルギー発電
設備等の保守管理等の業務について、バックアップ体制を構築しており、更なる安定した運用ストラクチャーの構築を図ります。

本投資法人が所有する再生可能エネルギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化したオペレーターSPCの設立

準備金の積立てによる天候不順等リスクの回避

運用ストラクチャーのバックアップ体制

本投資法人の仕組みと特徴

保守・管理等報酬

保険料 賃料・地代

再生可能エネルギー
発電設備等を賃貸

出資

事務管理等報酬

保守・管理等

保険金 土地賃貸・地上権設定

賃料

配当

オペレーターSPCに関する
事務管理等

売電・接続

スポンサーサポート

運営等報酬

投資案件を提案
運用方針を指示

売電料

サポート

事業運営等

資産運用報酬

バックアップ 
O&M業者
株式会社NTT 

ファシリティーズ

オペレーターSPC
日本再生可能エネルギー 
オペレーター合同会社

日本再生可能エネルギー 
インフラ投資法人

バックアップ 
SPC事務管理業者

アールジェイ・ 
インベストメント株式会社

スポンサー会社
リニューアブル・ 

ジャパン株式会社

サポート会社
日本アジア投資株式会社 

アンフィニ株式会社 
霞ヶ関キャピタル株式会社

オペレーター兼 O&M業者兼 
長期修繕計画策定業務の受託者

リニューアブル・ 
ジャパン株式会社

保険会社

本資産運用会社
アールジェイ・ 

インベストメント 
株式会社

買取電気事業者・ 
接続電気事業者

地権者投資主

本投資法人

　二点目の特徴として、倒産隔離スキームがあります。本投資法人が保有する太陽光発電設
備を賃借するオペレーターが倒産隔離されていない場合、スポンサー兼オペレーターが万一
倒産した場合等において、本投資法人が収受する賃料の原資である売電収入が、スポンサー
兼オペレーターの債権者によって差し押さえられる等のリスクがあるほか、オペレーターと
しても機能不全に陥るおそれがあります。
　この点、本投資法人は、太陽光発電設備を賃借するオペレーターを倒産隔離されたオペ
レーターSPCとし、かつ前述のとおりオペレーターSPCに積立口座を設けることで、本投資法
人の資産規模が拡大した場合においても、オペレーター兼スポンサーの資力、信用力及び保
証力に依存しない、安定した賃貸スキームを実現しています。

　本投資法人は、前述した外部成長戦略、新たな領域への挑戦、安定的に分配金をお支払いす
るスキームを礎としながら、引き続き投資主価値の向上に努めてまいります。投資主の皆様に
おかれましては、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。

■ ■ ■ ■ 投資主価値の向上のため、あらゆる可能性を追求します
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S-07 岡山高梁
　　  太陽光発電所

S-03 東洋町メガソーラー発電所

S-08 津高野尾太陽光発電所
S-02 伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所

S-0１ 一関市金沢
　　  太陽光発電所
S-04 気仙沼市本吉町
　　  太陽光発電所

S-06 佐田太陽光発電所
S-05 松阪市飯高町太陽光発電所（南北）

項　目 選　定　基　準

収　益　性
・調達価格、過去の発電実績等を勘案し、安定した収益が見込めること。
・�再エネ特措法に基づく調達価格の付与、調達期間が20年であり、かつ、当該調達価格及び調達期間が変更される�
おそれがないことが確認されていること。

投　資　額 ・1案件当たりの最低投資額は1億円（取得価格ベース）とし、1案件当たりの最高投資額は定めないものとします。

許認可関係
・�再エネ特措法第6条に定める経済産業大臣の認定を受けており、かつ、当該認定に関して認定取消事由が存在せず、
かつ、そのおそれもないことが確認されていること。
・�再生可能エネルギー発電設備の開発上取得が必要な許認可及び届出は正しく完了していることが確認されていること。

土�地�関�係 ・�発電設備の設置、保守、運用のために必要な用地が、原則として、所有権、賃借権又は地上権によって確保できること。

発�電�出�力 ・�原則として500kW以上。ただし、発電出力が500kW未満である発電設備についても投資資産の収益性、オペレー
ターの能力及び地域性等を勘案のうえ、厳選して取得を行うことができます。

物件
番号 発電所名 所在地 取得価格

（百万円）
比率
（％）

発電所の評価額
（百万円）

パネル出力
（kW）

買取価格
（円/kWh） 残存調達期間 オペレーター 買取電気事業者 パネルメーカー

S-0１ 一関市金沢太陽光発電所 岩手県一関市 3,950 47.8 3,567～4,773 10,793.64 36 18年��4ヶ月 リニューアブル・ジャパン 東北電力株式会社 Yingli�Green�Energy�Holding�
Company�Limited

S-02 伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所 三重県伊勢市 705 8.5 641～852 2,0１5.78 32 18年��7ヶ月 リニューアブル・ジャパン 中部電力株式会社 Yingli�Green�Energy�Holding�
Company�Limited

S-03 東洋町メガソーラー発電所 高知県安芸郡東洋町 885 １0.7 808～１,056 2,002.00 40 16年��6ヶ月 リニューアブル・ジャパン 四国電力株式会社 ハンファQセルズジャパン株式会社

S-04� 気仙沼市本吉町太陽光発電所 宮城県気仙沼市 390 4.7 361～483 １,023.88 36 18年��4ヶ月 リニューアブル・ジャパン 東北電力株式会社 カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社

S-05 松阪市飯高町太陽光発電所（南北） 三重県松阪市 605 7.3 562～746 １,897.50 36 （北）17年 8ヶ月
（南）17年11ヶ月 リニューアブル・ジャパン 中部電力株式会社 Yingli�Green�Energy�Holding�

Company�Limited

S-06 佐田太陽光発電所 三重県度会郡玉城町 235 2.9 248～333 673.20 36 18年10ヶ月 リニューアブル・ジャパン 中部電力株式会社� Yingli�Green�Energy�Holding�
Company�Limited

S-07 岡山高梁太陽光発電所 岡山県高梁市 765 9.3 705～941 １,680.00
（中国電力株式会社）40
（株式会社エナリス・パワー・
マーケティング（注1））4１.2

16年��3ヶ月 リニューアブル・ジャパン
中国電力株式会社
株式会社エナリス・パワー・
マーケティング（注1）

アンフィニジャパンソーラー株式会社
（現アンフィニ株式会社）

S-08 津高野尾太陽光発電所 三重県津市 722 8.7 652～858 １,680.00 （中部電力株式会社）40
（株式会社F-Power（注2））41.6 17年��0ヶ月 リニューアブル・ジャパン 中部電力株式会社

株式会社F-Power（注2）
アンフィニジャパンソーラー株式会社
（現アンフィニ株式会社）

ポートフォリオ合計 ― 8,258 １00.0 7,544～１0,042 2１,766.00 ー ー ー ー ー

投資対象資産 太陽光発電設備等 その他の再生可能エネルギー発電設備等

 投  資  比  率
（取得価格ベース） 90％以上 10％未満

取得物件数

取得価格合計

合計パネル出力

（注１）�オペレーターSPC（後に定義します。以下同じです。）は、中国電力株式会社との特定契約と並行して、株式会社エナリス・パワー・マーケティング（以下「EPM」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、EPMとの特定契約は、両当事者が任意で中途解約するこ
とが可能であるため、受給期間満了日まで同契約が存続するとは限りません（なお、EPMとの特定契約が中途解約された場合においても、中国電力株式会社との特定契
約は存続することとなります。）。

（注2）�オペレーターSPCは、中部電力株式会社との特定契約と並行して、株式会社F-Power（以下「F-Power」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、F-Powerとの特定契約は、1年毎に自動更新されているため、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、F-Powerとの特定契約が中途解約された場合においても、中部電力株式会社との特定契約は存続することとなります。）。

8物件
8,258百万円
21.766MW

本投資法人は、スポンサーの有する専門性と広範なネットワークを活用し、再生可能エネルギー発電設備等（太陽
光、風力、地熱、小水力及びバイオマス等）への重点投資を行うことにより、安定的な収益を確保し、中長期的な投資
主価値の最大化を目指します。

再生可能エネルギー発電設備の選定基準の概要

■ ■ ■ 投資方針 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ポートフォリオサマリー ■ ■ ■

■ ■ ■ ポートフォリオ構築方針 ■ ■ ■

■ ■ ■ ポートフォリオ一覧 ■ ■ ■
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津高野尾太陽光発電所S-08気仙沼市本吉町太陽光発電所S-04

岡山高梁太陽光発電所S-07東洋町メガソーラー発電所S-03

佐田太陽光発電所S-06伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所S-02

松阪市飯高町太陽光発電所（南北）S-05一関市金沢太陽光発電所S-01
所在地 岩手県一関市 買取価格 36円/kWh

取得価格 3,950百万円 調達期間満了日 平成47年12月19日

敷地面積 181,206.60㎡ パネルメーカー Yingli�Green�Energy�Holding�
Company�Limited

パネル出力 10,793.64kW パワコン供給者 株式会社日立製作所

稼働初年度想定
年間発電量 11,312.607MWh EPC業者 株式会社日立製作所

所在地 三重県松阪市 買取価格 36円/kWh

取得価格 605百万円 調達期間満了日 （北）平成47年4月23日�
（南）平成47年7月28日

敷地面積 20,633,96㎡ パネルメーカー Yingli�Green�Energy�Holding�
Company�Limited

パネル出力 （北）1,275.00kW�
（南）��622.50kW パワコン供給者 株式会社ダイヘン

稼働初年度想定
年間発電量

（北）1,307.454MWh�
（南）���646.024MWh EPC業者 リニューアブル・ジャパン

株式会社

所在地 三重県伊勢市 買取価格 32円/kWh

取得価格 705百万円 調達期間満了日 平成48年3月9日

敷地面積 26,098.00㎡ パネルメーカー Yingli�Green�Energy�Holding�
Company�Limited

パネル出力 2,015.78kW パワコン供給者 日新電機株式会社

稼働初年度想定
年間発電量 2,453.979MWh EPC業者 リニューアブル・�

ジャパン株式会社

所在地 三重県度会郡玉城町 買取価格 36円/kWh

取得価格 235百万円 調達期間満了日 平成48年6月9日

敷地面積 5,474.00㎡ パネルメーカー Yingli�Green�Energy�Holding�
Company�Limited

パネル出力 673.20kW パワコン供給者 SMAジャパン株式会社

稼働初年度想定
年間発電量 796.546MWh EPC業者 リニューアブル・ジャパン

株式会社

所在地 高知県安芸郡東洋町 買取価格 40円/kWh

取得価格 885百万円 調達期間満了日 平成46年2月27日

敷地面積 137,057.00㎡ パネルメーカー ハンファQセルズジャパン
株式会社

パネル出力 2,002.00kW パワコン供給者 富士電機株式会社

稼働初年度想定
年間発電量 2,526.649MWh EPC業者 株式会社四電工高知支店

所在地 岡山県高梁市 買取価格
（中国電力株式会社）40円/kWh�
（株式会社エナリス・パワー・�
マーケティング）41.2円/kWh

取得価格 765百万円 調達期間満了日 平成45年11月26日

敷地面積 34,663.00㎡ パネルメーカー アンフィニジャパンソーラー株式会社
（現アンフィニ株式会社）

パネル出力 1,680.00kW パワコン供給者 東芝三菱電機産業システム
株式会社

稼働初年度想定
年間発電量 2,009.294MWh EPC業者 アンフィニジャパンソーラー株式会社

（現アンフィニ株式会社）

所在地 宮城県気仙沼市 買取価格 36円/kWh

取得価格 390百万円 調達期間満了日 平成47年12月23日

敷地面積 13,426.66㎡ パネルメーカー カナディアン・ソーラー・�
ジャパン株式会社

パネル出力 1,023.88kW パワコン供給者 東芝三菱電機産業システム
株式会社

稼働初年度想定
年間発電量 1,148.327MWh EPC業者 東芝プラントシステム

株式会社

所在地 三重県津市 買取価格 （中部電力株式会社）40円/kWh�
（株式会社F-Power）41.6円/kWh

取得価格 722百万円 調達期間満了日 平成46年8月21日

敷地面積 26,740.00㎡ パネルメーカー
アンフィニジャパン�
ソーラー株式会社
（現アンフィニ株式会社）

パネル出力 1,680.00kW パワコン供給者 東芝三菱電機産業システム
株式会社

稼働初年度想定
年間発電量 2,021.940MWh EPC業者

アンフィニジャパン�
ソーラー株式会社
（現アンフィニ株式会社）
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Ⅰ 資産運用報告

 （1） 投資法人の運用状況等の推移

期　別
第1期

自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

営業収益 （百万円） 312
（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） 312
営業費用 （百万円） 204

（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） 128
営業利益 （百万円） 107
経常利益 （百万円） 21
当期純利益 （百万円） 19
出資総額 （百万円） 3,725
発行済投資口の総口数 （口） 41,589
総資産額 （百万円） 8,844

（対前期増減） （％） －
純資産額 （百万円） 3,684

（対前期増減） （％） －
有利子負債額 （百万円） 4,843
1口当たり純資産額 （円） 88,605
分配金総額 （百万円） 19
1口当たり分配金 （円） 476

（うち1口当たり利益分配金） （円） －
（うち1口当たり利益超過分配金） （円） 476
総資産経常利益率（注4） （％） 0.5

（年換算値）（注5） （％） 1.4
自己資本利益率（注4） （％） 1.0

（年換算値）（注5） （％） 3.0
自己資本比率（注4） （％） 41.7

（対前期増減） （％） －
配当性向（注4）（注6） （％） 0.0

【その他参考情報】
当期運用日数（注1） （日） 125
期末投資物件数 （件） 8
減価償却費 （百万円） 117
資本的支出額 （百万円） －
賃貸NOI（Net Operating Income）（注4）（百万円） 301
FFO（Funds from Operation）（注4） （百万円） 137
1口当たりFFO（注4） （円） 3,307
期末総資産有利子負債比率（LTV）（注4） （％） 54.8

（注1）  日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の営業期間は、毎年8月1日から翌1月末日まで及び2月1日から翌年7月
末日までの各6ヶ月間です。第1期営業期間は本投資法人設立の日（平成28年8月2日）から平成29年7月31日までの364日間ですが、実質的な資産運用
期間は平成29年3月29日から平成29年7月31日までの125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、平成29年7月期の計算期間は平成28年8月2日から平成29年7月31日までの364日間ですが、実質的な資産運用日数（平成29年3月
29日から平成29年7月31日まで）125日間に基づいて年換算を算出しております。

（注6）  配当性向について、分配金総額（利益超過分配金を含む。）により算出した場合は、配当性向は99.9％となります。次の算式により算出しております。  
配当性向＝分配金総額（利益超過分配金を含む。）÷当期純利益×100

 （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、アールジェイ・インベストメント
株式会社（以下「本管理会社」といいます。）を設立企画人として、平成28年8月2日に設立され、平成28年9月26日に関東財務局へ
の登録が完了（登録番号　関東財務局長　第123号）、平成29年3月29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（銘柄コード9283）に上場しました。

② 運用実績
　当期の日本の株式市場は、平成29年4月の序盤こそ、北朝鮮情勢の緊迫化などによる地政学的リスクの高まりにより、やや軟調に
推移したものの、その後5月にかけては、フランス大統領選で中道系独立候補のマクロン氏が勝利するなど、投資家が懸念していた
欧州連合（EU）解体懸念も後退し持ち直しました。5月の中旬以降は、トランプ米大統領とロシアの不透明な関係を巡る「ロシア
ゲート」問題への懸念が強まり、一進一退の相場展開となりました。
　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29年3月29日付で8物件（合計パネル出力21.766メガワット、取得価格合計8,258百万円）の太陽光発電設備等を取得し、
運用を開始しました。

③ 資金調達の概要
　本投資法人は、平成29年3月28日に公募による投資口の追加発行（39,140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9283）しました。さらに平成29年4月26日には、第三者割当による新投資口の発行（949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3,725百万円、発行済投資口の総口数は41,589口となっています。また、再生可能
エネルギー発電設備等8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29年
3月29日付にて、5,645百万円の資金の借入を行いました。一方で、当期中において、約定弁済及び一部期限前弁済を行い、当期末
時点の借入金は、4,843百万円となりました。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54.8％となっ
ております。

④ 業績及び分配の概要
　当期の業績は、営業収益312百万円、営業利益107百万円、経常利益21百万円、当期純利益19百万円となりました。
　分配金については、本投資法人の規約第37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。
　当期は、本投資法人が組み入れる発電所所在地において空梅雨傾向となり、平年を有意に上回る日照があり、変動賃料収入が得ら
れたため、当初当期337円と予想していた1口当たり分配金の額を、平成29年7月12日付で、19円（＋5.6％）上回る356円へ上方
修正したのに続き、平成29年8月10日付で、さらに118円（当初予想比＋137円、＋40.7％）上回る474円に上方修正しました。当
期の決算過程で、借入金の利息を固定化させる金利スワップの評価において、ヘッジ損失が発生しました。かかる損失はデリバティ
ブ債務として負債に計上する一方で、純資産において繰延ヘッジ損益として評価損を計上します。当期における繰延ヘッジ損益は 
△60百万円、当期未処分利益は19百万円であるのに対し、投信法第136条第1項に定める利益の金額が△40百万円になることから、
当期未処分利益19百万円のうち、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き算定される19百万円を、一時差異等調
整引当額（投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。）に係る分配金として分配することとし、投資
口1口当たりの分配金は476円となります。なお、この一時差異等調整引当額に係る分配金は、利益の分配と同様に源泉徴収の対象
となります。

1　資産運用の概況
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Ⅰ 資産運用報告

 （3） 増資等の状況
　本投資法人の設立以降平成29年7月31日現在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28年 8 月 2 日 私募設立 150 150 1,500 1,500 （注1）
平成29年 3 月28日 公募増資 3,490 3,640 39,140 40,640 （注2）
平成29年 4 月26日 第三者割当増資 84 3,725 949 41,589 （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93,000円（発行価額89,187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89,187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。

期　別
第1期

自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

最　高（円） 88,400
最　低（円） 81,000

（注）本投資法人の投資証券が東京証券取引所インフラファンド市場に上場されたのは平成29年3月29日です。

 （4） 分配金等の実績
　当期の分配金は、当期未処分利益19百万円に対して、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19百万円を
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、476円となりました。

期　別
第1期

自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

当期未処分利益総額 （千円） 19,821
利益留保額 （千円） 19,821
金銭の分配金総額 （千円） 19,796

（1口当たり分配金） （円） （476）
うち利益分配金総額 （千円） －

（1口当たり利益分配金） （円） （－）
うち出資払戻総額 （千円） 19,796

（1口当たり出資払戻額） （円） （476）
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） 19,796

（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） （476）

出資払戻総額のうちその他の利益超過分配か
らの分配金総額 （千円） －

（1口当たり出資払戻額のうちその他の利益超
過分配からの分配金） （円） （－）
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 （5） 今後の運用方針及び対処すべき課題
① 今後の運用見通し
　本投資法人の投資対象は、本来、株式市場から直接的な影響を受けないものであるものの、短期的な需給や投資家心理などにより、
投資口価格が変動します。本投資法人ひいてはインフラファンド市場全体の有機的成長のためには、継続的に増資を行っていくこと
が望ましい姿です。しかしながら、投資口価格の変動によっては、既存投資主の投資価値が毀損するおそれがあるため、こうした影
響に十分に配慮しつつ、投資口価格上昇のために、あらゆる可能性を排除せず、以下に述べる具体的な行動を含む取り組みを行って
います。
　まず、情報発信力の強化を行っています。具体的には、東京証券取引所と連携し、第一回公募増資の主幹事証券会社であるSMBC
日興証券株式会社を中心として、証券会社支店等の営業員向けに勉強会を実施したり、機関投資家に直接訪問してIR活動を展開した
り、各種媒体に記事体広告を掲載するなど、東京証券取引所インフラファンド市場の投資家に対する啓蒙活動を行っています。また、
インターネット取引の普及や、取引手数料の低価格化などによって、証券会社のアナリストが本投資法人をカバーすることは期待し
にくい環境であるため、これに代わる客観性を備えたアナリスト・レポートとして、株式会社フィスコIRに第三者レポートの作成を
依頼、現状どなたでもインターネット上で簡単にご覧いただける状態になっています。
　次に、ESG［1］投資に対する対応を進めており、本投資法人ならびに本管理会社は、ESGに対するコミットメントを示すため、
インフラファンドとして日本で初めてGRESB［2］に参加しました。本管理会社においては、GRESB参加にあたってサステナビリ
ティ方針を策定、役員会議で決議し、本投資法人のウェブサイト上で公表しています。本投資法人は、平成29年に実施された
GRESBインフラストラクチャー［3］に参加し、ファンドの総合評価において、「再生可能エネルギー」ピアグループの参加10ファ
ンド中3位の評価となりました。また同時に、本投資法人が保有する一関市金沢太陽光発電所が、GRESBインフラストラクチャー・
アセット評価に参加し、グローバルの相対評価によるGRESBレーティングにおいて「3スター」（最上位は「5スター」）を取得しま
した。GRESBインフラストラクチャーへの参加によって、本投資法人や、本管理会社による、ESGに対するコミットメントはもちろ
んのこと、機関投資家が求める日次流動性が提供されるようになった際や、増資などの際に、ポートフォリオへの組み入れを積極的
にご検討頂ける環境を現状から整えておくことは、投資口価格の持続的な上昇のために大きな意義があると考えています。

［1］  環境問題（Environment）、社会問題（Social）、企業統治問題（Governance）の英語の頭文字をとったもので、「ESG投資」と言った場合は、これらの
問題に配慮した投資のことを指す。

［2］  GRESB（Global Real Estate Sustainability Benchmark）は、責任投資原則（PRI）を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に平成21年に創設さ
れた、不動産やインフラ施設などの実物資産ポートフォリオの環境・社会・ガバナンス（ESG）パフォーマンスに関するベンチマーク評価及びその運営組
織。

［3］  GRESBインフラストラクチャーは、平成28年から開始された、インフラファンド及び各インフラ資産のESGパフォーマンスを評価するベンチマーク。

　三つ目に、東急不動産株式会社とスポンサーとの資本業務提携があります。平成29年8月10日、東急不動産株式会社（以下「東急
不動産」といいます。）はスポンサーとの間で、再生可能エネルギー発電事業の共同推進を通じたスポンサーの価値向上等を目的とし
た業務提携について合意しました。また同時に、スポンサーが第三者割当増資により発行する普通株式の一部を東急不動産が約5億
円引き受けることについても合意しました。この資本業務提携において、スポンサーは東急不動産と共同で資産規模2,000億円の共
同出資ファンドの組成を目指し、同ファンドの組入資産は、本投資法人に対して優先的に供給される計画となっています。

② 対処すべき課題
　現状で対処すべき課題は大きく分けて、啓蒙活動、外部成長、制度上の問題の3点であると考えています。
イ 啓蒙活動
　まず、東京証券取引所インフラファンド市場自体が、投資家にまだJ-REITのようには認知されていないことです。構造的には
J-REITと類似する点が多い一方、J-REITに比べて景気変動の影響を受けにくく、太陽光発電を中心とすることから、安定的に分配金
を提供できるなどの魅力を引き続き訴求しています。
　さらに、再生可能エネルギー固定価格買取制度（以下「FIT制度」といいます。）についても、まだ誤解が多いように思われます。
資源エネルギー庁が発行する再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック2017（平成29）年度版の3ページ冒頭には、『「再
生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを
国が約束する制度です。』と書かれています。当初の20年間にわたり、認定を受けた時点での固定価格で、電力会社が買い取りを行
う義務があります。
　上記、東証インフラファンド市場ならびにFIT制度については、東京証券取引所などと連携しながら、引き続き個人投資家ならびに
機関投資家に対する啓蒙活動を行っています。
ロ 外部成長
　二つ目の課題は、順当な利潤を享受しながら、着実に外部成長を続けていくことと考えています。
　FIT制度下で平成29年度に新たに認定を受けたものについては、太陽光パネル出力2メガワット未満の場合、発電量1キロワット時
あたり21円、2メガワット以上の場合は入札で買取価格が決定し、買取価格は毎年低下していくものと予想されます。しかしながら、
買取価格の低下は、直ちに分配金の低下につながるものではありません。本投資法人は、太陽光発電設備の取得にあたり、収益還元
法に基づいたバリュエーションレポートを取得する等、取得価格の妥当性を十分に吟味し、分配金の水準を強く意識した取得価格に
て太陽光発電設備を取得します。買取価格は、中立的な調達価格等算定委員会が、効率的に事業が行われた場合に、通常必要となる
コストを基礎に、適正な利潤などを勘案して意見を具申し、これを参照して経済産業大臣が決定します。これには開発コスト等の低
下も勘案されており、適正な価格で物件を取得することで、引き続き順当な利益の獲得が可能であると考えています。特に、本投資
法人のスポンサー兼オペレーターであるリニューアブル・ジャパン株式会社は、再生可能エネルギー発電設備事業を終始一貫して遂
行できるノウハウを有しており、買取価格の低下に応じた開発コスト低減も可能です。しかるに、たとえ買取価格が低下したとして
も、一定の利潤が確保できるものと考えています。
　物件の適正な価格形成を後押ししているのが、平成29年4月1日に施行された、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等の一部を改正する法律（以下「改正FIT法」といいます。）です。改正FIT法の最大の効用は、権利の転売のみ
を目的とし、実際に発電事業を開始する意思のない業者の排除にあると考えています。
　平成29年4月に経済産業省から公表された「改正FIT法の施行に伴う認定失効の見込み」によれば、未稼働59.7ギガワットのうち、
27.7ギガワット（46％）が失効すると見込まれています。資源エネルギー庁によれば、本投資法人が主な組入対象とする、出力1メ
ガワット以上の太陽光発電所では、平成28年11月末時点で、39.4ギガワットが認定済みで、そのうち10.5ギガワットが導入済み、
すなわち差の約29ギガワットが未稼働でした。経済産業省の失効見込は、出力1メガワット未満も含むものの、出力1メガワット以
上についても同様に46％が失効すると仮定するならば、13.3ギガワット相当が失効すると見込まれます。しかし同時に15.6ギガワッ
トは残ると推測されます。1メガワットの太陽光発電所の資産規模を4億円と仮定するならば、失効後も引き続き6兆円以上の市場が
残ることになります。
　さらに、この6兆円は現状眼前にある市場であって、国が再生可能エネルギーの導入を促進していることから、今後この規模は拡
大が予想されます。資源エネルギー庁［1］によれば、平成42年度には、総発電電力量10,650億キロワット時程度に対して、再生可
能エネルギー等は22～24％程度、うち水力8.8～9.2％を除くと12.8％～15.2％程度（1,363～1,619億キロワット時）を太陽光、
風力、バイオマス、地熱で賄う電源構成（エネルギー・ミックス）を目標としています。電気事業連合会［2］によれば、平成27年
度には、総発電電力量8,850億キロワット時に対して、地熱及び新エネルギー（水力除く）は4.7％、414億キロワット時にすぎませ
んでしたので、水力を除く再生可能エネルギーを、平成42年度までに、平成27年度の3から4倍程度に拡大させる方針と解釈できます。

［1］「長期エネルギー需給見通しについて」資源エネルギー庁、平成27年8月（総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第17回会合資料2）p.7。
［2］「電源別発電電力量構成比」電気事業連合会、平成28年5月20日。

　この大きな潜在性を秘めた市場を、スポンサーならびにサポート会社、本管理会社が緊密に連携しながら、着実に取り込んでいく
ことにより、外部成長を図っていく方針です。
　さらに、スポンサーと東急不動産との資本業務提携によって、総合不動産デベロッパーとして実績のある東急不動産と、再生可能
エネルギー発電所事業で実績のあるスポンサーとのシナジー効果が見込めるとともに、スポンサーやサポート会社に加えて、東急不
動産とスポンサーとの共同出資ファンドがパイプラインに加わることで、本投資法人の外部成長の潜在力が、いっそう強化されるも
のと考えています。

Ⅰ 資産運用報告

18 19



Ⅰ 資産運用報告

ハ 制度上の問題
　三つ目の課題は、インフラ投資法人の導管性ならびに、出力制御ルールについてです。
　J-REITの場合、課税収益の9割以上を配当することなど一定の条件を満たす場合には、導管性に期限がありません。ところが、イ
ンフラ投資法人の場合は、現状では10年から延長されたとはいえ、20年しか導管性が認められていません。導管性が担保されなく
なると、一般事業会社同様、利益に対して法人税が課されることとなり、分配金の原資が少なくなるばかりでなく、一般事業会社の
発行する株式同様、投資家は分配金に対する課税と合わせ、二重課税の状態になります。本投資法人においても、こうした状況を改
善し、J-REITと同様の導管性要件に改正されるべく、関係各所に働きかけを続けてまいります。
　次に出力抑制ルールについてです。出力制御ルールとは、接続電気事業者が、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法施行規則（平成24年経済産業省令第46号、その後の改正を含みます。以下「再エネ特措法施行規則」といいます。）
に定める回避措置を講じたとしてもなお、接続電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合におい
て、接続契約上、無補償で出力の抑制が求められうる［1］期間の上限を定めたもののことです。このうち「指定ルール」とは、か
かる期間の上限がないものを言います。

［1］ 「接続契約上、無補償で出力の抑制が求められうる」とは、電力会社がオペレーターの発電した電気の買い取りを行わないことを指す。

　現状本投資法人が保有している8発電所のうち7発電所について上限付きのルールが適用されているため、大きな影響はないものと
考えています。
　また、将来の組入物件については指定ルールの比率が上昇する可能性がありますが、本投資法人については、指定ルールが総発電
容量の15％以内とすることを基本方針としていること、太陽光のエネルギー・ミックスに占める割合が依然相対的に小さく、出力調
整が容易な火力が約85％［1］を占めていること、太陽光発電設備は抑制を要請される順位が低いこと、電力供給が過剰になる事態
が頻繁には想定されにくいこと、本資産運用報告作成時点に至るまでルールが適用された例がない［2］ことなどから、出力抑制ルー
ルが本投資法人の収益性に与える影響は極めて限定的と考えています。

［1］「電源別発電電力量構成比」電気事業連合会、平成28年5月20日。
［2］本管理会社調べ。ただし今後、九州電力管内では適用が検討されている。

 （6） 決算後に生じた重要な事実
　該当事項はありません。
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 （1） 出資の状況

期　別
第1期

平成29年 7 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） 41,589

出資総額 （百万円） 3,725

投資主数 （人） 4,286

 （2） 投資口に関する事項
　平成29年7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（％）

リニューアブル・ジャパン株式会社 2,060 4.95

東芝プラントシステム株式会社 1,072 2.57

有限会社出馬重機 1,000 2.40

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 999 2.40

山下　研二 939 2.25

築キャピタル株式会社 661 1.58

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 605 1.45

川之江信用金庫 500 1.20

西尾　利雄 409 0.98

株式会社第三銀行 409 0.98

合　計 8,654 20.80

（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位未満を切捨てて記載しています。

2　投資法人の概況

Ⅰ 資産運用報告

 （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
おける役職毎の

報酬の総額
（千円）

執行役員 井野　好男 アールジェイ・インベストメント株式会社
代表取締役会長 －

監督役員
藤本　幸弘 シティユーワ法律事務所　パートナー

4,800
加藤　光生 加藤公認会計士事務所　所長

会計監査人 新日本有限責任監査法人 － －

（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、監査の品質、監査報酬額等その他諸般の事情を勘案
して、本投資法人の役員会において検討いたします。

 （4） 資産運用会社、 資産保管会社及び一般事務受託者
　平成29年7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 アールジェイ・インベストメント株式会社

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） 三菱UFJ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

22 23



 （1） 投資法人の資産の構成
　平成29年7月31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29年 7 月31日現在

資産の種類 地域等による区分 保有総額（千円） 対総資産比率（％）

再生可能エネルギー
発電設備

東北地方 4,231,210 47.8

近畿地方 2,207,885 25.0

中国地方 632,051 7.1

四国地方 859,241 9.7

小　計 7,930,388 89.7

不動産

東北地方 － －

近畿地方 － －

中国地方 130,833 1.5

四国地方 － －

小　計 130,833 1.5

借地権

東北地方 230,815 2.6

近畿地方 125,975 1.4

中国地方 － －

四国地方 25,608 0.3

小　計 382,400 4.3

再生可能エネルギー
発電設備等

東北地方 4,462,026 50.5

近畿地方 2,333,861 26.4

中国地方 762,884 8.6

四国地方 884,850 10.0

小　計 8,443,622 95.5

再生可能エネルギー発電設備等計 8,443,622 95.5

預金・その他資産 400,793 4.5

資産総額 8,844,415 100.0
（注1）  地域等による区分の「東北地方」とは、青森県、秋田県、岩手県、福島県、宮城県及び山形県をいいます。「近畿地方」とは、大阪府、京都府、滋賀県、

三重県、奈良県、兵庫県及び和歌山県をいいます。「中国地方」とは、岡山県、島根県、鳥取県、広島県及び山口県をいいます。「四国地方」とは、愛媛
県、香川県、高知県及び徳島県をいいます。

（注2）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。
（注3）保有総額は貸借対照表計上額によっています。

3　投資法人の運用資産の状況

Ⅰ 資産運用報告

 （2） 主要な保有資産
　平成29年7月31日現在、本投資法人が保有する保有資産（8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
（基本賃料と変動賃料の合計）

（千円）
帳簿価額（百万円）

一関市金沢太陽光発電所 142,296 4,057

伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所 27,160 729

東洋町メガソーラー発電所 35,586 884

気仙沼市本吉町太陽光発電所 14,386 404

松阪市飯高町太陽光発電所（南北） 25,047 629

佐田太陽光発電所 10,330 246

岡山高梁太陽光発電所 28,661 762

津高野尾太陽光発電所 28,910 728

合　計 312,380 8,443

（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。
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 （3） 組入資産明細
　平成29年7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 － 8,048 － 8,048 117 117 7,930 （注1）

土　地 － 130 － 130 － － 130 （注1）

合　計 － 8,178 － 8,178 117 117 8,061 －

無
形
固
定
資
産

借地権 － 382 － 382 － － 382 （注1）

ソフトウェア － 8 － 8 0 0 7 （注2）

合　計 － 390 － 390 0 0 389 －

（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29年3月29日付）によるものです。
（注2）当期の増加理由は、主にWebシステム構築によるものです。

　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、平成29年7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

物件
番号 名　称 所在地 敷地面積

（㎡）
調達価格

（円/kWh） 認定日 調達期間
満了日

太陽光発
電設備等 S-01 一関市金沢

太陽光発電所
岩手県一関市花泉町
金沢字有壁沢13番1
他15筆

181,206.60 36 平成26年
３月28日

平成47年
12月19日

太陽光発
電設備等 S-02 伊勢市柏町西ノ野

太陽光発電所
三重県伊勢市柏町
西ノ野333番1他11筆 26,098.00 32 平成27年

３月９日
平成48年
３月９日

太陽光発
電設備等 S-03 東洋町

メガソーラー発電所
高知県安芸郡東洋町
生見字南山744番2、
746番1他13筆

188,013.00 40 平成24年
12月10日

平成46年
２月27日

太陽光発
電設備等 S-04 気仙沼市本吉町

太陽光発電所
宮城県気仙沼市本吉町
寺谷141番9他5筆 13,426.66 36 平成26年

３月28日
平成47年
12月23日

太陽光発
電設備等 S-05

松阪市飯高町
太陽光発電所

（南北）

三重県松阪市飯高町
下滝野西ヶ広348番1
他64筆

20,633.96

（北）
36

（北）
平成26年
３月20日

（北）
平成47年
４月23日

（南）
36

（南）
平成26年
３月20日

（南）
平成47年
７月28日

太陽光発
電設備等 S-06 佐田

太陽光発電所
三重県度会郡玉城町
佐田字中山385番他8筆 5,474.00 36 平成26年

２月13日
平成48年
６月９日

太陽光発
電設備等 S-07 岡山高梁

太陽光発電所
岡山県高梁市宇治町
遠原2275番2他11筆 34,663.00 40 平成25年

２月12日
平成45年
11月26日

太陽光発
電設備等 S-08 津高野尾

太陽光発電所
三重県津市高野尾町
4817番3他1筆 26,740.00 40 平成25年

３月27日
平成46年
８月21日

Ⅰ 資産運用報告
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物件
番号 名　称 認定事業者等

の名称
特定契約の

相手方の名称
取得価格

（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 一関市金沢
太陽光発電所

日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

東北電力
株式会社 3,950 4,251

4,067 3,852

184 204

S-02 伊勢市柏町西ノ野
太陽光発電所

日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

中部電力
株式会社 705 760

722 684

38 45

S-03 東洋町
メガソーラー発電所

日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

四国電力
株式会社 885 948

928 859

19 25

S-04 気仙沼市本吉町
太陽光発電所

日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

東北電力
株式会社 390 430

407 378

23 25

S-05
松阪市飯高町
太陽光発電所

（南北）
日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

中部電力
株式会社 605 668

648 606

20 22

S-06 佐田
太陽光発電所

日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

中部電力
株式会社 235 303

279 225

23 21

S-07 岡山高梁
太陽光発電所

日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

中国電力
株式会社

765 838

698 632

株式会社
エナリス・パワー・
マーケティング

140 130

S-08 津高野尾
太陽光発電所

日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

中部電力
株式会社

722 761
729 691

株式会社
F－Power 31 37

合　計 － － 8,258 8,961
8,481 7,930

479 513
（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35条第2項第1号に従い算出した中間値を記載しています。
（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又は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、シービーアールイー株式会社又は一般財団
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。

（注4）不動産のうち、岡山高梁太陽光発電所の土地については権利形態が所有権となっており、それ以外の土地は借地権となっています。
（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、下段には不動産又は借地権の当期末帳簿価額を記載しています。
（注6）再生可能エネルギー発電設備の設備及び不動産は、長期借入金の担保に供しています。

　ハ　再生可能エネルギー発電設備等の収益状況の明細
　　　  　第1期（自 平成28年8月2日　至 平成29年7月31日）

（単位：千円）

合　計

S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08

一関市
金沢

太陽光
発電所

伊勢市
柏町

西ノ野
太陽光
発電所

東洋町
メガ

ソーラー
発電所

気仙沼市
本吉町
太陽光
発電所

松阪市
飯高町
太陽光
発電所

（南北）

佐田
太陽光
発電所

岡山高梁
太陽光
発電所

津高野尾
太陽光
発電所

再生可能エネルギー発電設備等
の賃貸事業収益

（基本賃料） 306,640 141,222 26,916 34,916 14,197 23,896 9,915 27,639 27,935

（変動賃料） 5,739 1,074 244 670 188 1,150 414 1,022 974

再生可能エネルギー発電設備等
賃貸事業収益（A） 312,380 142,296 27,160 35,586 14,386 25,047 10,330 28,661 28,910

再生可能エネルギー発電設備等
の賃貸事業費用

（保険料） 2,197 1,290 144 158 77 147 54 166 158

（減価償却費） 117,731 55,596 9,879 13,543 5,460 9,143 3,249 9,962 10,895

（支払地代） 9,013 3,123 1,107 1,232 229 1,541 412 － 1,365

再生可能エネルギー発電設備等
賃貸事業費用（B） 128,942 60,010 11,131 14,935 5,768 10,832 3,716 10,128 12,418

再生可能エネルギー発電設備等
賃貸事業損益（A－B） 183,438 82,286 16,029 20,650 8,618 14,214 6,614 18,532 16,491

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。
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Ⅰ 資産運用報告

 （4） その他資産の状況
　当期末日現在、本投資法人における特定取引の契約額等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
変動受取・固定支払 2,463,500 2,316,500 △60,252

（注1）契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
（注2）時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

 （5） 国及び地域毎の資産保有状況
　平成29年7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。

 （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
　本投資法人は、物件ごとに策定している長期修繕計画に基づき、中長期的な将来の大規模修繕等の資金を、現金及び預金のうち、
修繕口座に以下のとおり積み立てています。

（単位：千円）

営業期間
第1期

自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

当期首積立金残高 －

当期積立額 15,000

当期積立金取崩額 －

次期繰越額 15,000

4　保有不動産の資本的支出
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Ⅰ 資産運用報告

 （1） 運用等に係る費用明細
（単位：千円）

項　目
第1期

自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

資産運用報酬 22,462

資産保管・一般事務委託手数料 6,903

役員報酬 4,800

その他費用 41,302

合　計 75,468

 （2） 借入状況
　平成29年7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

長
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行

平成29年
３月29日

－ 799

1.30000％
（注2）

平成39年
３月28日

一部分割
返済

（注4）

保有資産
の取得資
金及びそ
れに関す
る諸費用

有担保
無保証

株式会社あおぞら銀行 － 799

株式会社東京スター銀行 － 254

株式会社北陸銀行 － 254

株式会社三重銀行 － 101

株式会社りそな銀行 － 254

株式会社三井住友銀行 － 772

0.75727％
（注3）

株式会社あおぞら銀行 － 772

株式会社東京スター銀行 － 245

株式会社北陸銀行 － 245

株式会社三重銀行 － 98

株式会社りそな銀行 － 245

小　計 － － 4,843 － － － － －

合　計 － － 4,843 － － － － －
（注1）借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
（注2）金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。
（注3）変動金利です。平均利率は、日数による期中加重平均を記載しています。
（注4）  平成29年6月30日を初回として、以降毎年3月、6月、9月及び12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（72百万円）を返済し、残元本を最終返済期日である平成39年3月28日に一括して返済します。

 （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。

5　費用・負債の状況
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Ⅰ 資産運用報告

 （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却状況等

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）

帳簿価額
（百万円）

売却損益
（百万円）

S-01 一関市金沢太陽光発電所 平成29年
３月29日 3,950 － － － －

S-02 伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所 平成29年
３月29日 705 － － － －

S-03 東洋町メガソーラー発電所 平成29年
３月29日 885 － － － －

S-04 気仙沼市本吉町太陽光発電所 平成29年
３月29日 390 － － － －

S-05 松阪市飯高町太陽光発電所（南北） 平成29年
３月29日 605 － － － －

S-06 佐田太陽光発電所 平成29年
３月29日 235 － － － －

S-07 岡山高梁太陽光発電所 平成29年
３月29日 765 － － － －

S-08 津高野尾太陽光発電所 平成29年
３月29日 722 － － － －

合　計 － 8,258 － － － －

（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。

6　期中の売買状況

 （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 不動産又は借地権の名称 取引

年月日
取得価格又は

譲渡価格
（百万円）

不動産鑑定
評価額

（百万円）
価格時点

取得 一関市金沢太陽光発電所 平成29年
3月29日 199 205 平成29年

1月31日

取得 伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所 平成29年
3月29日 43 47 平成29年

1月31日

取得 東洋町メガソーラー発電所 平成29年
3月29日 20 22 平成29年

1月31日

取得 気仙沼市本吉町太陽光発電所 平成29年
3月29日 25 24 平成29年

1月31日

取得 松阪市飯高町太陽光発電所（南北） 平成29年
3月29日 21 23 平成29年

1月31日

取得 佐田太陽光発電所 平成29年
3月29日 20 22 平成29年

1月31日

取得 岡山高梁太陽光発電所 平成29年
3月29日 128 136 平成29年

1月31日

取得 津高野尾太陽光発電所 平成29年
3月29日 35 33 平成29年

1月31日

合　計 495 514

（注）「取得価格」は、取得資産に係る発電設備等売買契約書に記載された土地の所有権、賃借権又は地上権相当額の売買代金を記載しています。
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Ⅰ 資産運用報告

 （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 8,258,000 －

利害関係人等との取引状況の内訳

リニューアブル・ジャパン株式会社  1,000,472 （ 12.1％） －（－％）

合同会社アールジェイ1号  722,528 （ 8.7％） －（－％）

合　計  1,723,000 （ 20.9％） －（－％）

（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）

日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 312,380

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
　本投資法人の資産運用会社であるアールジェイ・インベストメント株式会社は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、
宅地建物取引業及び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。

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
取得価格又は

譲渡価格
（百万円）

特定資産の
調査価格

（百万円）
価格時点

取得 一関市金沢太陽光発電所 平成29年
３月29日 3,950 3,567

～4,773
平成28年
12月31日

取得 伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所 平成29年
３月29日 705 641

～852
平成28年
12月31日

取得 東洋町メガソーラー発電所 平成29年
３月29日 885 808

～1,056
平成28年
12月31日

取得 気仙沼市本吉町太陽光発電所 平成29年
３月29日 390 361

～483
平成28年
12月31日

取得 松阪市飯高町太陽光発電所（南北） 平成29年
３月29日 605 562

～746
平成28年
12月31日

取得 佐田太陽光発電所 平成29年
３月29日 235 248

～333
平成28年
12月31日

取得 岡山高梁太陽光発電所 平成29年
３月29日 765 705

～941
平成28年
12月31日

取得 津高野尾太陽光発電所 平成29年
３月29日 722 652

～858
平成28年
12月31日

合　計 8,258 7,544
～10,042

（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）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。
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Ⅰ 資産運用報告

 （1） 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。

 （2） 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契約のうち、主な契約及び概要は以下のとおりです。

承認日 項　目 概　要

平成28年 8 月30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アールジェイ・
インベストメント株式会社に委託しました。

一般事務（機関運営）委託契約の
締結

本投資法人の機関運営等に係る一般事務を三井住友
信託銀行株式会社に委託しました。

資産保管委託契約の締結 本投資法人の資産の保管に係る業務を三井住友信託
銀行株式会社に委託しました。

投資口事務代行委託契約に関する
確認書の締結

本投資法人の名義書換等に係る一般事務を三菱UFJ
信託銀行株式会社に委託しました。

会計事務委託契約の締結 本投資法人の会計に関する事務を税理士法人平成会
計社に委託しました。

平成29年 2 月22日 新投資口引受契約の締結
同日開催の役員会で承認された新投資口発行及び投
資口の売出しに関し、新投資口の募集等に係る一般
事務をSMBC日興証券株式会社に委託しました。

 （3） 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、金額は切捨て、比率は四捨五入により記載しています。

8　その他

 （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。

7　経理の状況
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Ⅱ 貸借対照表
（単位：千円）

当　期
平成29年 7 月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 245,404

営業未収入金 ※2 6,198

前払費用 24,562

繰延税金資産 21

流動資産合計 276,186

固定資産

有形固定資産

機械及び装置 8,048,120

減価償却累計額 △117,731

機械及び装置（純額） ※2 7,930,388

土地 ※2 130,833

有形固定資産合計 8,061,222

無形固定資産

借地権 ※2 382,400

ソフトウエア 7,438

無形固定資産合計 389,839

投資その他の資産

差入保証金 15,000

長期前払費用 94,790

投資その他の資産合計 109,790

固定資産合計 8,560,851

繰延資産

創立費 7,377

繰延資産合計 7,377

資産合計 8,844,415

（単位：千円）

当　期
平成29年 7 月31日

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 ※2 288,987

未払金 31,793

未払費用 4,250

未払消費税等 12,436

未払法人税等 1,307

預り金 3,484

流動負債合計 342,259

固定負債

長期借入金 ※2 4,554,012

デリバティブ債務 60,252

資産除去債務 202,904

固定負債合計 4,817,169

負債合計 5,159,429

純資産の部

投資主資本

出資総額 3,725,417

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 19,821

剰余金合計 19,821

投資主資本合計 3,745,238

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △60,252

評価・換算差額等合計 △60,252

純資産合計 ※1 3,684,985

負債純資産合計 8,844,415
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Ⅲ Ⅳ損益計算書 投資主資本等変動計算書
（単位：千円）

当　期
自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 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 ※1 312,380

営業収益合計 312,380

営業費用

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 ※1 128,942

資産運用報酬 22,462

資産保管・一般事務委託手数料 6,903

役員報酬 4,800

その他営業費用 41,302

営業費用合計 204,410

営業利益 107,969

営業外収益

受取利息 0

その他 0

営業外収益合計 0

営業外費用

支払利息 17,968

融資関連費用 4,463

創立費償却 670

投資口交付費 63,760

営業外費用合計 86,863

経常利益 21,107

税引前当期純利益 21,107

法人税、住民税及び事業税 1,307

法人税等調整額 △21

法人税等合計 1,286

当期純利益 19,821

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 19,821

当期（自 平成28年8月2日　至 平成29年7月31日）
（単位：千円）

投資主資本 評価・換算差額等

純資産合計
出資総額

剰余金

投資主資本
合計

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

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 3,725,417 3,725,417 3,725,417
当期純利益 19,821 19,821 19,821 19,821
投資主資本以外
の項目の当期変
動額（純額）

△60,252 △60,252 △60,252

当期変動額合計 3,725,417 19,821 19,821 3,745,238 △60,252 △60,252 3,684,985
当期末残高 ※1 3,725,417 19,821 19,821 3,745,238 △60,252 △60,252 3,684,985
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Ⅴ 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項　目
当　期

自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

1．固定資産の減価償却方法 ①有形固定資産
　定額法を採用しています。
　なお、耐用年数は以下の通りです。
　　機械及び装置 22年 ～24年
②無形固定資産
　定額法を採用しています。
　なお、耐用年数は以下の通りです。
　　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 創立費
　定額法（5年）により償却しています。
投資口交付費
　  発生時に全額費用計上しています。
　  なお、平成29年3月28日付一般募集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
社の手取金であり、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。

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格に算入しています。

　  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26,516千円です。

4．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段　金利スワップ取引
　ヘッジ対象　借入金金利
③ヘッジ方針
　  本投資法人は、リスク管理の基本方針を定めた規程に基づき、投資

法人規約に規定するリスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を
行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法
　  ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証す
ることにより、ヘッジの有効性を評価しております。

5．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）
※1．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
 （単位：千円）

当　期
平成29年 7 月31日

50,000

※2．担保に供している資産及び担保を付している債務
　担保に供している資産は次のとおりです。

 （単位：千円）

当　期
平成29年 7 月31日

現金及び預金 245,404
営業未収入金 6,198
機械及び装置 7,930,388
土　地 130,833
借地権 382,400
合　計 8,695,225

　担保付債務は次のとおりです。
 （単位：千円）

当　期
平成29年 7 月31日

1年内返済予定の長期借入金 288,987
長期借入金 4,554,012
合　計 4,843,000
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Ⅴ 注記表
（損益計算書に関する注記）

※1．再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益の内訳
 （単位：千円）

当　期
自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

Ａ．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収入

（基本賃料） 306,640
（変動賃料） 5,739
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業収益合計 312,380

Ｂ．再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業費用
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

（保険料） 2,197
（減価償却費） 117,731
（支払地代） 9,013
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業費用合計 128,942

Ｃ．再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A－B） 183,438

（投資主資本等変動計算書に関する注記）
※1．発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数

当　期
自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口の総口数 41,589口

（税効果会計に関する注記）
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）

当　期
平成29年 7 月31日

繰延税金資産
　未払事業税損金不算入額 21
　繰延ヘッジ損益 19,033
　資産除去債務 64,097
　繰延税金資産小計 83,152
　評価性引当額 △19,033
　繰延税金資産合計 64,118
繰延税金負債
　資産除去債務に対応する有形固定資産 △64,097
　繰延税金負債合計 △64,097
繰延税金資産の純額 21

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

当　期
平成29年 7 月31日

法定実効税率 31.74％
（調整）
　支払分配金の損金算入額 △29.77％
　その他 4.12％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.09％
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（金融商品に関する注記）
当期（自 平成28年8月2日　至 平成29年7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
　本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として太陽光発電設備等の特定資産に投資して運用を行い
ます。資金調達については、主に投資口の発行、借入れ又は投資法人債の発行を行う方針です。デリバティブ取引は将来の金利
の変動等によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。また、余資の運用については、安全性
と換金性を考慮し、金融環境及び資金繰りを十分に勘案した上で、過剰なリスクを負わないよう慎重に行うものとしています。

（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さらされていますが、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、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。

2．金融商品の時価等に関する事項
　平成29年7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、次表には含めていません。

 （単位：千円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額
（1）現金及び預金 245,404 245,404 －

資産合計 245,404 245,404 －
（2）1年内返済予定の長期借入金 288,987 288,987 －
（3）長期借入金 4,554,012 4,554,012 －

負債合計 4,843,000 4,843,000 －
デリバティブ取引 ※ （60,252） （60,252） －

（※）  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（　）で
示しています。

（注1）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
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
（2）1年内返済予定の長期借入金、（3）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。

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
　当期（平成29年7月31日）
　　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
　当期（平成29年7月31日）
　　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、次の通りです。
 （単位：千円）

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類

主な
ヘッジ対象

契約額等（注）
時　価 当該時価の

算定方法　 うち1年超

原則的
処理方法

金利スワップ取引
変動受取
固定支払

長期借入金 2,463,500 2,316,500 △60,252
取引先金融機関から
提示された価格等に
よっている

（注）契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。

（注2）金銭債権の決算日（平成29年7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

現金及び預金 245,404 － － － － －
合　計 245,404 － － － － －

（注3）長期借入金の決算日（平成29年7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

長期借入金 288,987 288,987 288,987 288,987 288,987 3,398,061
合　計 288,987 288,987 288,987 288,987 288,987 3,398,061

Ⅴ 注記表
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（資産除去債務に関する注記）
　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1．当該資産除去債務の概要

　本投資法人の資産の一部は、土地所有者と借地契約を締結しており、借地契約に伴う原状回復義務に関して資産除去債務を計
上しております。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法
　当該資産の使用期間を当該資産の耐用年数（22年～24年）と見積り、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を算定し
ています。

3．当該資産除去債務の総額の増減
 （単位：千円）

当　期
自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

期首残高 －
有形固定資産の取得に伴う増加額 202,904
時の経過による調整額 －
資産除去債務の履行による減少額 －
期末残高 202,904

（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、当期増減額及び期末評価額は、以
下の通りです。
 （単位：千円）

当　期
自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

貸借対照表計上額（注2）
期首残高 －
当期増減額 8,443,622
期末残高 8,443,622

期末評価額（注3） 8,961,000
（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29年7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平成29年7月期（第1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。

Ⅴ 注記表
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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 平成28年8月2日　至 平成29年7月31日）

関係の
内容 会社等の名称 事業の内容

又は職業
投資口の
所有口数

割合
取引の
内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）

支配
投資主

リニューアブル・ジャパン
株式会社

再生エネルギー
開発事業 100.0％ 出資金

の受入 150,000 出資
総額 150,000

（注）  取引時においては、投資口の所有口数割合は100.0％であり、支配投資主に該当していましたが、平成29年3月28日の公募による新投資口の発行により
投資口の所有口数割合が5.1％となったため、支配投資主に該当しなくなりました。そのため投資口の所有口数割合及び取引金額には支配投資主であった
期間の割合及び金額、期末残高には支配投資主でなくなった時の残高を記載しております。

関係の
内容 会社等の名称 事業の内容

又は職業
投資口の
所有口数

割合
取引の
内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）

資産運
用会社
の利害
関係人

リニューアブル・ジャパン
株式会社

再生エネルギー
開発事業 4.9％

太陽光
発電

設備の
取得

1,000,472 － －

資産運
用会社
の利害
関係人

合同会社アールジェイ1号 再生エネルギー
開発事業 －

太陽光
発電

設備の
取得

772,528 － －

資産運
用会社
の利害
関係人

日本再生可能エネルギー
オペレーター合同会社

クリーン
エネルギーによる

発電事業
－ 賃料の

受取 312,380
営業
未収
入金

6,198

（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おります。
（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。
（注3）投資口の所有口数割合は小数第1位未満を切捨てて記載しております。

（1口当たり情報に関する注記）
当　期

自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

1口当たり純資産額 88,605円
1口当たり当期純利益 1,295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おりません。

（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 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

当期純利益 19,821千円
普通投資主に帰属しない金額 －
普通投資口に係る当期純利益 19,821千円
期中平均投資口数 15,301口

（重要な後発事象に関する注記）
当期（自 平成28年8月2日　至 平成29年7月31日）
　該当事項はありません。

Ⅴ 注記表
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Ⅵ 金銭の分配に係る計算書
（一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記）

当期（自 平成28年8月2日　至 平成29年7月31日）
1．引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額
 （単位：千円）

発生した資産等 引当ての発生事由 一時差異等調整引当額
繰延ヘッジ損益 金利スワップ評価損の発生 19,796

2．戻入れの具体的な方法
繰延ヘッジ損益
　ヘッジ手段であるデリバティブ取引の時価の変動に応じて戻し入れる予定です。

当　期
自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

Ⅰ．当期未処分利益 19,821,037円
Ⅱ．利益超過分配金加算額 19,796,364円

うち一時差異等調整引当額 19,796,364円
Ⅲ．分配金の額 19,796,364円

（投資口1口当たり分配金の額） （476円）
うち利益分配金 0円
（うち1口当たり利益分配金） （0円）

うち一時差異等調整引当額 19,796,364円
  （うち1口当たり利益超過分配金（一
時差異等調整引当額に係るもの）） （476円）

Ⅳ．次期繰越利益 19,821,037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

配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第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て分配することといたしますが、当期は
繰延ヘッジ会計の適用により繰延ヘッジ損失による純資産の評価
差額△60,252,733円が発生した結果、投資信託及び投資法人に
関する法律第136条第1項に定める利益の金額がマイナスになり
ましたので、本投資法人の規約第37条第2項に定める利益を超え
た金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目（投資法人の計算
に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。）が
分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額
として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行います。
　当期については、当期未処分利益19,821,037円のうち、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き算定される
19,796,364円を、一時差異等調整引当額（投資法人の計算に関
する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。）に係る分
配金として分配することとし、投資口1口当たりの分配金は476
円となりました。

Ⅴ 注記表
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Ⅶ 独立監査人の監査報告書
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Ⅷ キャッシュ・フロー計算書（参考情報）
（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 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 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、随時引き出し可能な預金及び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）
※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）

当　期
自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 月31日

現金及び預金 245,404
現金及び現金同等物 245,404

（単位：千円）

当　期
自 平成28年 8 月 2 日
至 平成29年 7 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 21,107

減価償却費 118,396

創立費償却 670

投資口交付費 63,760

受取利息 △0

支払利息 17,968

営業未収入金の増減額（△は増加） △6,198

前払費用の増減額（△は増加） △24,562

長期前払費用の増減額（△は増加） △94,790

未払金の増減額（△は減少） 31,793

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,436

預り金の増減額（△は減少） 3,484

小　計 144,065

利息の受取額 0

利息の支払額 △13,717

法人税等の支払額 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,348

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 △7,976,049

無形固定資産の取得による支出 △390,504

差入保証金の差入による支出 △15,000

創立費の支払による支出 △8,048

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,389,601

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 645,000

短期借入金の返済による支出 △645,000

長期借入れによる収入 5,000,000

長期借入金の返済による支出 △157,000

投資口の発行による収入 3,661,657

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,504,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 245,404

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 ※1 245,404
（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。
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借入金比率

株式会社
北陸銀行
10.32%

株式会社
東京スター銀行
10.32%

株式会社
三重銀行
4.13%

株式会社
あおぞら銀行
32.45%

株式会社
三井住友銀行
32.45%

株式会社
りそな銀行
10.32%

（注） 東証REIT指数は、平成29年3月29日の東証REIT指数を同日の本投資法人の投資口価格として指数化

スマートフォンは
こちらかから

名称 借入額合計（百万円）

■ 株式会社三井住友銀行 1,571

■ 株式会社あおぞら銀行 1,571

■ 株式会社東京スター銀行 500

■ 株式会社北陸銀行 500

■ 株式会社りそな銀行 500

■ 株式会社三重銀行 200

合　計 4,843

■ ■ ■ 借入金の状況（平成29年7月31日現在） ■ ■ ■

■ ■ ■ 投資口価格の推移 ■ ■ ■

■ ■ ■ ホームページのご紹介 ■ ■ ■

投 資 主 総 会 2年に1回以上開催

分配金支払確定基準日 毎年1月31日、7月31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9283）

公 告 方 法 電子公告により、本投資法人ホームページ（www.rjif.co.jp）に掲載いたします。

投資主名簿等管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　三菱UFJ信託銀行株式会社
[郵送/電話照会先]
〒137- 8081 新東京郵便局私書箱第29号 
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部 
TEL 0120-232-711（フリーダイヤル）

www.rjif.co.jp
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
では、ホームページを通じて、最新のお知ら
せ、決算情報、投資物件の情報等様々な有用
な情報を公開しています。

■ ■ ■ 投資主メモ ■ ■ ■

■ ■ ■ IRカレンダー ■ ■ ■

平成29年7月期 7月 8月 9月 10月 11月 12月
決算期末 ● 7月31日
決算発表 ● 9月12日
分配金支払開始 ● 10月23日

平成30年1月期 1月 2月 3月 4月 5月 6月
決算期末 ● 1月31日
決算発表 ●3月中旬
分配金支払開始 ●4月下旬

■ ■ ■ 投資主の構成（平成29年7月31日現在） ■ ■ ■

投資主インフォメーション
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投資主インフォメーション財務状況/投資主インフォメーション


