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Ⅰ. 第6期ハイライト
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2020年12月期決算概要

単位：百万円

① 発電量予想を下回り、コスト削減等に努めた結果、予想対比▲18百万円で着地。
② １口当たり分配金（利益超過分配金を含む）は、業績予想対比±0円の2,898円。

（注）税法上の出資等減少分配からの分配金。減価償却費相当の留保資金を原資とする分配金です。

①

②
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当初予想（2020年
8月13日決算短信） 実績 差異 予想比

営業収益 692 644 ▲ 48 -6.9%
営業費用 474 446 ▲ 28 -5.9%

営業利益 217 198 ▲ 20 -9.2%

経常利益 151 133 ▲ 18 -11.9%

当期純利益 150 132 ▲ 18 -12.0%

１口当たり分配金 2,898円 2,898円 ＋0円 0.0%

利益分配金（一時差異等調整引
当額からの利益超過分配金含む） 1,358円 1,191円 ▲ 167円 -12.3%

利益超過分配金（注） 1,540円 1,707円 ＋167円 10.8%

項目
2020年12月期



2020年8月実施の公募増資・資産追加取得の概要

（注1）「TI」とは東京インフラの略称です。以下同じ
（注2）「所在地」は、各取得資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地（複数ある場合にはそのうちの一つ）の登記簿上の記載に基づいて記載して

います。
（注3）「取得価格」は、各取得資産に係る売買契約に記載された売買金額（資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、

都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。）を、百万円未満を切捨てて記載しています。

パネル出力 取得価格
（kW） （百万円）（注3）

6 TI根室太陽光発電所 北海道根室市 2,984.80 932 ブルーエナジーブリッジファンドカッパ合同会社
7 TI新見太陽光発電所 岡山県新見市 1,223.04 412 ブルーエナジーブリッジファンドイオタ合同会社
8 TI愛南太陽光発電所 愛媛県南宇和郡愛南町 1,310.40 472 ブルーエナジーブリッジファンドカッパ合同会社
9 TI中標津太陽光発電所 北海道標津郡中標津町 1,223.04 439 ブルーエナジーブリッジファンドイオタ合同会社
10 TI霧島太陽光発電所 鹿児島県霧島市 17,140.20 8,145 ブルーエナジーブリッジファンドアルファ合同会社
11 TI岡山太陽光発電所 岡山県岡山市 2,043.36 872 ブルーエナジーブリッジファンドイオタ合同会社

合計 ― 25,924.84 11,272

所在地（注2） 取得先物件
番号

物件名称（注1）

発行決議日 2020年8月13日
条件決定日 2020年8月24日
払込期日 2020年8月28日
募集価格（1口当たり） 93,112円
発行価格（1口当たり） 88,814円
発行口数 65,072口
発行済総投資口数 111,111口
手取金 5,779,304,608円

4

第5期末 5 物件 20,072 kW 8,524 百万円

2020年9月2日
追加取得資産 6 物件 25,924 kW 11,272 百万円

第6期末 11 物件 45,996 kW 19,796 百万円

取得価格計物件数 合計パネル出力


実績

																						PL（決算期） ケッサン キ								0221決算短信 ケッサン タンシン		実績 ジッセキ		予想差異 ヨソウ サイ

				項目 コウモク				2019年12月期 ネン ツキ キ		2020年6月期 ネン ツキ キ												不動産賃貸収入合計 フドウサン チンタイ シュウニュウ ゴウケイ								440,180,548		441,771,051		1,590,503

								実績 ジッセキ		2020年2月21日
決算短信 ネン ツキ ニチ ケッサン タンシン		実績 ジッセキ		差異 サイ		予想比 ヨソウ ヒ						最低保証 サイテイ ホショウ								388,919,488		391,114,560

				営業収益 エイギョウ シュウエキ				363		440		441		＋1 		0.4%						実績連動 ジッセキ レンドウ								51,261,060		49,406,491

						営業費用		277		272		269		▲ 3 		-0.6%						駐車場使用料 チュウシャジョウ シヨウリョウ

				営業利益 エイギョウ リエキ				86		168		172		＋4 		1.9%						施設使用料 シセツ シヨウ リョウ

				経常利益 ケイジョウ リエキ				48		130		134		＋4 		3.4%						付帯収益 フタイ シュウエキ

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				47		129		133		＋4 		3.4%						解約違約金 カイヤク イヤクキン

				１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン				2,195円		3,895円		3,900円		＋5円		0.1%						水道光熱費 スイドウ コウネツヒ														営業費用 エイギョウ ヒヨウ

						利益分配金 リエキ ブンパイキン		1,034円		2,810円		2,635円		▲ 175円		-6.2%						その他収入 タ シュウニュウ										1,250,000				予想 ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ

						利益超過（一時差異）（注1） リエキ チョウカ イチジ サイ チュウ		0円		0円		271円		＋271円		― 						不動産賃貸費用合計 フドウサン チンタイ ヒヨウ ゴウケイ								218,270,846		218,110,914				271,218,583		269,596,928		▲ 1,621,655

						利益超過（資本払戻）（注2） リエキ チョウカ シホン ハラ モド チュウ		1,161円		1,085円		994円		▲ 91円		-8.4%								管理費(PM+BM) カンリヒ

																								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ

																								租税公課 ソゼイ コウカ						24,650,640		24,658,560

																								保険料(損害賠償) ホケンリョウ ソンガイ バイショウ						3,466,460		3,438,044

																								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						178,472,951		178,597,359

																								減価償却費(CAPEX) ゲンカ ショウキャク ヒ

																								減価償却費(資産除去債務) ゲンカ ショウキャク ヒ シサンジョキョサイム

																								信託報酬 シンタク ホウシュウ						2,500,000		2,914,561

																								修繕費 シュウゼンヒ						4,293,000		3,683,035

																								その他費用（地代等） タ ヒヨウ チダイ トウ						4,887,795		4,819,355

																						賃貸事業利益 チンタイ ジギョウ リエキ								221,909,702		143,641,014

																						営業費用 エイギョウ ヒヨウ								55,866,119		51,486,014

																								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ						1,200,000		1,200,000

																								資産運用報酬1 シサン ウンヨウ ホウシュウ						12,430,568		16,309,020

																								資産運用報酬2 シサン ウンヨウ ホウシュウ						2,863,169

																								資産保管手数料 シサン ホカン テスウリョウ						630,000		630,000

																								一般事務委託手数料 イッパン ジム イタク テスウ リョウ						4,200,000		10,707,358

																								投資口事務代行手数料（基本料） トウシ グチ ジム ダイコウ テスウリョウ キホン リョウ						3,000,000

																								投資口事務代行手数料（配当支払等） ハイトウ シハライ トウ						2,000,000

																								その他営業費用　合計 タ エイギョウ ヒヨウ						26,624,000		22,639,636

																										会計監査人報酬 カイケイ カンサ ニン ホウシュウ				6,900,000		6,900,000

																										税理士報酬 ゼイリシ ホウシュウ				1,800,000		8,846,396

																										弁護士報酬 ベンゴシ ホウシュウ				3,000,000

																										DO（会社役員賠償責任）保険 カイシャ ヤクイン バイショウ セキニン ホケン				1,800,000		606,860

																										通信費（運用報告書発送費） ツウシンヒ ウンヨウ ホウコクショ ハッソウ ヒ				100,000		881,331

																										運用報告作成費 ウンヨウ ホウコク サクセイ ヒ				2,500,000

																										有報作成費 ユウホウ サクセイ ヒ				1,000,000

																										マーケット調査費用（有報使用データ） チョウサ ヒヨウ ユウホウ シヨウ

																										プレスリリース作成費 サクセイ ヒ

																										ウェブサイト修正費 シュウセイ ヒ				50,000

																										決算説明会費用作成費 ケッサン セツメイカイ ヒヨウ サクセイ ヒ				560,000

																										決算IR関連費用 ケッサン カンレン ヒヨウ				2,000,000		3,540,000

																										上場維持費用 ジョウジョウ イジ ヒヨウ				1,500,000

																										格付継続 カク ヅ ケイゾク

																										継続鑑定 ケイゾク カンテイ				5,000,000

																										銀行支払手数料 ギンコウ シハライ テスウリョウ

																										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						367,800

																										その他・予備費 タ				414,000		1,497,249

																						営業利益 エイギョウ リエキ								168,961,965		172,174,123		3,212,158

																						NOI

																						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								0		1,179,041

																								受取利息 ウケトリ リソク								1,091

																								雑収入 ザツシュウニュウ								1,177,950

																						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								38,887,543		38,829,264

																								支払利息 シハライ リソク						17,835,628		17,250,499

																								長期前払費用償却 チョウキ マエバラ ヒヨウ ショウキャク						5,351,082		5,416,741

																								繰延資産償却 クリノベ シサン ショウキャク				創立費償却 ソウリツ ヒ ショウキャク				5,026,380

																												投資口公開関連費用 トウシ グチ コウカイ カンレン ヒヨウ		15,200,833		10,300,644

																								AGTフィー/その他 タ						500,000		835,000

																						経常利益 ケイジョウ リエキ								130,074,422		134,523,900		4,449,478

																								特別利益 トクベツ リエキ

																								特別損失 トクベツ ソンシツ

																						税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								51,514,531		48,286,357

																						法人税、住民税、事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ ジギョウゼイ								700,000		705,504

																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								129,374,422		133,818,396		4,443,974

																						前期繰越損益 ゼンキ クリコシ ソンエキ								147,411,476		147,411,476

																						当期未処分利益 トウキ ミショブン リエキ								276,785,898		281,229,872

																						金利スワップ評価損益 キンリ ヒョウカ ソンエキ								▲ 147,418,864		▲ 159,912,963

																						投信法の利益 トウシンホウ リエキ								129,367,034		121,316,909

																						一次差異等調整引当金を除く前期り越利益 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ノゾ ゼンキ コ リエキ								18,500		18,500

																						一次差異等調整引当金の上限 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ジョウゲン								0		12,494,099

																						発行済投資口数　 ハッコウ ズ トウシ グチ スウ								46,039		46,039

																						発行済投資口数 （割当増資有） ハッコウ ズ トウシ グチ スウ ワリアテゾウシ アリ								46,039		46,039

																						分配金総額（利益分配金） ブンパイキン ソウガク リエキ ブンパイキン								129,369,590.0		121,312,765.0

																						利益超過分配総額（一時差異） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク イチジ サイ								0.0		12,476,569.0

																						利益超過分配総額（資本払戻） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク シホン ハラ モド								49,952,315.0		45,762,766.0

																						利益超過分配率 リエキ チョウカ ブンパイ リツ								28.00%		25.57%		25.571%

																						分配金総額 ブンパイキン ソウガク								179,321,905.0		179,552,100.0

																						1口当たり分配金（利益超過含まない） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益超過含む） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益分配） クチ ア ブンパイキン リエキ ブンパイ								2,810.0		2,635.0

																						1口当たり分配金（一時差異） クチ ア ブンパイキン イチジ サイ								0.0		271.0

																						1口当たり分配額（資本払戻） クチ ア ブンパイ ガク シホン ハラ モド								1,085.0		994.0

																						利益超過小計 リエキ チョウカ ショウケイ								1,338.0		1,161.0

																						DPU合計 ゴウケイ								3,895.0		3,900.0		5





分配金の内訳

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						143		152		143		0

						9				178		143

												50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	143	152	143	0	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	9	178	143	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円
により利益なし

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



予想





						項目 コウモク						第6期（予想） ダイ キ ヨソウ		第7期（予想） ダイ キ ヨソウ		第8期（予想） ダイ キ ヨソウ

												2020年12月期		2021年6月期		2021年12月期

						営業収益 エイギョウ シュウエキ				百万円 ヒャクマンエン		692		918		897

						内、最低保証賃料 ウチ サイテイ ホショウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		629		832		819

						内、実績連動賃料Ⅰ・Ⅱ ウチ ジッセキ レンドウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		62		85		78

								営業費用		百万円 ヒャクマンエン		474		566		585

						営業利益 エイギョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		217		352		312

								営業外費用		百万円 ヒャクマンエン		38		66		92

						経常利益 ケイジョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		151		260		229

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				百万円 ヒャクマンエン		150		259		228

						１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン						2,898円		3,308円		3,036円

								利益分配金 リエキ ブンパイキン				1,358円		2,338円		2,057円

								利益超過（一時差異） リエキ チョウカ イチジ サイ		（注2） チュウ		0円		0円		0円

								利益超過（資本払戻） リエキ チョウカ シホン ハラ モド		（注3） チュウ		1,540円		970円		979円







予想 (2)





						項目 コウモク						第6期（予想） ダイ キ ヨソウ		第7期（予想） ダイ キ ヨソウ		第8期（予想） ダイ キ ヨソウ

												2020年12月期		2021年6月期		2021年12月期

						営業収益 エイギョウ シュウエキ				百万円 ヒャクマンエン		692		918		897

						内、最低保証賃料 ウチ サイテイ ホショウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		629		832		819

						内、実績連動賃料Ⅰ・Ⅱ ウチ ジッセキ レンドウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		62		85		78

								営業費用		百万円 ヒャクマンエン		474		566		585

						営業利益 エイギョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		217		352		312

								営業外費用		百万円 ヒャクマンエン		38		66		92

						経常利益 ケイジョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		151		260		229

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				百万円 ヒャクマンエン		150		259		228

						１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン						2,898円		3,308円		3,036円

								利益分配金 リエキ ブンパイキン				1,358円		2,338円		2,057円

								利益超過（一時差異） リエキ チョウカ イチジ サイ		（注2） チュウ		0円		0円		0円

								利益超過（資本払戻） リエキ チョウカ シホン ハラ モド		（注3） チュウ		1,540円		970円		979円







資産取得





						物件
番号 ブッケン バンゴウ		物件名称（注1）		所在地（注2）		パネル出力 シュツリョク		取得価格		取得先 シュトク サキ

												（kW）		（百万円）（注3）

						6		TI根室太陽光発電所		北海道根室市		2,984.80		932		ブルーエナジーブリッジファンドカッパ合同会社

						7		TI新見太陽光発電所		岡山県新見市		1,223.04		412		ブルーエナジーブリッジファンドイオタ合同会社

						8		TI愛南太陽光発電所		愛媛県南宇和郡愛南町		1,310.40		472		ブルーエナジーブリッジファンドカッパ合同会社

						9		TI中標津太陽光発電所		北海道標津郡中標津町		1,223.04		439		ブルーエナジーブリッジファンドイオタ合同会社

						10		TI霧島太陽光発電所		鹿児島県霧島市		17,140.20		8,145		ブルーエナジーブリッジファンドアルファ合同会社

						11		TI岡山太陽光発電所		岡山県岡山市		2,043.36		872		ブルーエナジーブリッジファンドイオタ合同会社

								合計 ゴウケイ		―		25,924.84		11,272



						（注1)「TI」とは東京インフラの略称です。以下同じです。

						（注2）「所在地」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地（複数ある場合にはそのうちの一つ）の登記簿上の記載に基づいて記載しています。
　　　　

						　　　　ただし、いずれも市町村までの記載をしています。

						（注3）「取得予定価格」は、各取得予定資産に係る売買契約に記載された売買金額（資産取得に関する業務委託報酬等の取得





分配金総額

										仮 カリ

						予想 ヨソウ



										2020年6月期		2020年12月期		2021年6月期

										予想		予想		予想

						A. 当期純利益（予想）		百万円 ヒャクマン エン		129 		83 		83 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		164 		164 		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		293 		247 		235 

						D. 金利スワップ評価損益		百万円 ヒャクマン エン		△ 164 		△ 164 		△ 164 

						投信法上の利益（C+D）		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－		－		11 

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		50 		50 		50 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		179 		133 		132 





						実績 ジッセキ



										2019年12月期

										実績 ジッセキ

						A. 当期純利益		百万円 ヒャクマン エン		47 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		200 

						D. 一時差異等調整引当額 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ ガク		百万円 ヒャクマン エン		152 

						利益分配金原資 (C-D) リエキ ブンパイキン ゲンシ		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		53 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		101 







分配金の内訳 (2)

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク										分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						83		71		83		71										71

						152		164		178		11										11

												50										50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	83	71	83	71	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	152	164	178	11	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



スペック



						所在地 ショザイチ		茨城県龍ヶ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ

		龍 リュウ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,456kW								所在地 ショザイチ

						パネルメーカー		REC Peak Energy								買取価格 カイトリ カカク

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"4"月"28"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ

		牛久 ウシク				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		2,284kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"10"月"30"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		栃木県鹿沼市 トチギ ケン カヌマ シ

		鹿沼 カヌマ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,370kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		安川電機株式会社 ヤスカワ デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"2"月"26"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン

		矢吹 ヤブキ				調達価格 チョウタツ カカク		40円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		12,994kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		TMEIC

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社竹中工務店 カブシキガイシャ タケナカ コウムテン

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"3"月"25"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東北電力株式会社 トウホク デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン

		釧路 クシロ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,965kW

						パネルメーカー		Jinko Solar

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社クールトレード カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2016"年"12"月"2"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		北海道電力株式会社 ホッカイドウ デンリョク カブシキガイシャ

















資産サマリ



						発電設備名称		所在地		取得価格		発電所評価額		パネル出力		調達価格 チョウタツ		残存調達期間

										（百万円）		（百万円）		（kW）		（円／kW）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ヶ崎市		564		536～633		1,456		36		13年10か月

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市		884		820～944		2,284		36		14年4か月

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市		509		452～546		1,370		36		14年8か月

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡		5,815		5,364～6,220		12,994		40		14年9か月

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡		752		719～846		1,965		36		16年5か月

						合計				8,524		7,891～9,189		20,072

												PwC評価		下限		上限

												龍ヶ崎		536		633

												牛久		820		944

												鹿沼		452		546

												矢吹		5,364		6,220

												釧路		719		846

												0		7,891		9,189

														仲値 ナカネ		8,540.0





発電量

																																				前期 ゼンキ		12/31/19

								1月 ツキ				2月 ツキ				3月 ツキ				4月 ツキ				5月 ツキ				6月 ツキ								当期 トウキ		6/30/20

						発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値								日数 ニッスウ		182

						（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)				自動計算 ジドウ ケイサン

						(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)				合計 ゴウケイ						パネル出力kWh シュツリョク		設備利用率 セツビ リヨウリツ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		126,701

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
月次発電実績プレス
値貼り付け		108,940		123,321		152,170		157,076		161,730		170,876		183,660		187,528		173,840		153,948		157,110				919,450		937,450				1,456.00		14.7%

				TI牛久太陽光発電所		200,658		171,220		194,314		238,990		246,490		250,660		268,143		286,380		295,791		272,690		242,825		247,660				1,448,221		1,467,600				2,284.80		14.7%

				TI鹿沼太陽光発電所		135,995		96,190		131,641		129,850		160,053		147,601		159,974		167,390		164,439		159,480		138,586		133,420				890,688		833,931				1,370.88		13.9%

				TI矢吹太陽光発電所		948,906		795,300		1,023,154		1,175,700		1,437,387		1,398,500		1,543,516		1,652,500		1,706,827		1,622,100		1,483,649		1,482,700				8,143,439		8,126,800				12,994.80		14.3%

				TI釧路太陽光発電所		176,739		178,630		195,044		216,440		237,116		225,280		231,812		238,160		224,065		245,310		187,563		203,320				1,252,339		1,307,140				1,965.60		15.2%

				合計		1,588,999		1,350,280		1,667,474		1,913,150		2,238,122		2,183,771		2,374,321		2,528,090		2,578,650		2,473,420		2,206,571		2,224,210				12,654,137		12,672,921		下表参照値 カヒョウ サンショウ チ		20,072.08

																																12,654,137		12,672,921		タテ計 ケイ

				実績発電量/予想発電量 ジッセキ ハツデン リョウ ヨソウ ハツデン リョウ

						2020年
1月 ネン ツキ		2020年
2月 ネン ツキ		2020年
3月 ネン ツキ		2020年
4月 ネン ツキ		2020年
5月 ネン ツキ		2020年
6月 ネン ツキ		2020年6月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ								

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
6月度/12月度のプレス
を値貼り付け
		物件数		パネル出力		発電量予測値		発電量実績値		差異

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		86.0%		123.4%		103.0%		107.5%		92.7%		102.1%		102.0%												（kW）		（kWh）（注1）		(kWh)（注2）		(kWh)

				TI牛久太陽光発電所		85.3%		123.0%		101.7%		106.8%		92.2%		102.0%		101.3%														(A)		(B)		(B)-(A)

				TI鹿沼太陽光発電所		70.7%		98.6%		92.2%		104.6%		97.0%		96.3%		93.6%								43831		5		20,072.08		1,588,999		1,350,280		-238,719

				TI矢吹太陽光発電所		83.8%		114.9%		97.3%		107.1%		95.0%		99.9%		99.8%								43862		5		20,072.08		1,667,474		1,913,150		245,676

				TI釧路太陽光発電所		101.1%		111.0%		95.0%		102.7%		109.5%		108.4%		104.4%								43891		5		20,072.08		2,238,122		2,183,771		-54,351

				合計		85.0%		114.7%		97.6%		106.5%		95.9%		100.8%		100.1%								43922		5		20,072.08		2,374,321		2,528,090		153,769

																										43952		5		20,072.08		2,578,650		2,473,420		-105,230

				合計予想発電量（kWh） ゴウケイ ヨソウ ハツデン リョウ		1,588,999		1,667,474		2,238,122		2,374,321		2,578,650		2,206,571		12,654,137								43983		5		20,072.08		2,206,571		2,224,210		17,639

				合計実績発電量（kWh） ゴウケイ ジッセキ ハツデン リョウ		1,350,280		1,913,150		2,183,771		2,528,090		2,473,420		2,224,210		12,672,921								合計		－		－		12,654,137		12,672,921		18,784

				差異 サイ		▲ 238,719		＋245,676		▲ 54,351		＋153,769		▲ 105,230		＋17,639		＋18,784



						値貼り付け アタイ ハ ツ												値参照 アタイ サンショウ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		19年
7月 ネン ツキ		8月 ツキ		9月		10月		11月		12月		20年
1月 ネン ツキ		2月		3月		4月		5月		6月		2020年6月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		167,941		176,966		138,447		124,940		104,392		111,268		126,701		123,321		157,076		170,876		187,528		153,948		919,450		2,662,854

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		134,390		169,720		139,880		109,890		116,250		94,260		108,940		152,170		161,730		183,660		173,840		157,110		937,450		2,639,290

				TI牛久太陽光発電所		19年
7月 ネン ツキ		8月 ツキ		9月		10月		11月		12月		20年
1月 ネン ツキ		2月		3月		4月		5月		6月				99.1%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		264,890		279,125		218,589		197,265		164,641		176,221		200,658		194,314		246,490		268,143		295,791		242,825		1,448,221		4,197,173

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		209,790		272,300		227,760		168,800		185,410		148,680		171,220		238,990		250,660		286,380		272,690		247,660		1,467,600		4,147,940

				TI鹿沼太陽光発電所		19年
7月 ネン ツキ		8月 ツキ		9月		10月		11月		12月		20年
1月 ネン ツキ		2月		3月		4月		5月		6月				98.8%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		140,555		158,915		133,956		125,390		109,182		115,647		135,995		131,641		160,053		159,974		164,439		138,586		890,688		2,565,021

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		107,038		141,350		115,160		92,523		100,796		82,931		96,190		129,850		147,601		167,390		159,480		133,420		833,931		2,307,660

				TI矢吹太陽光発電所		19年
7月 ネン ツキ		8月 ツキ		9月		10月		11月		12月		20年
1月 ネン ツキ		2月		3月		4月		5月		6月				90.0%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		1,376,547		1,550,629		1,298,151		1,228,731		987,607		906,309		948,906		1,023,154		1,437,387		1,543,516		1,706,827		1,483,649		8,143,439		23,634,852

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		1,191,500		1,420,600		1,268,000		944,100		944,000		738,400		795,300		1,175,700		1,398,500		1,652,500		1,622,100		1,482,700		8,126,800		22,760,200

				TI釧路太陽光発電所		19年
7月 ネン ツキ		8月 ツキ		9月		10月		11月		12月		20年
1月 ネン ツキ		2月		3月		4月		5月		6月				96.3%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		185,475		191,960		180,866		192,552		168,851		159,049		176,739		195,044		237,116		231,812		224,065		187,563		1,252,339		3,583,431

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		191,890		175,790		224,910		181,610		210,790		162,170		178,630		216,440		225,280		238,160		245,310		203,320		1,307,140		3,761,440

																																105.0%



TI龍ヶ崎太陽光発電所



予想発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	167941	176966	138447	124940	104392	111268	126701	123321	157076	170876	187528	153948	実績発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	134390	169720	139880	109890	116250	94260	108940	152170	161730	183660	173840	157110	







TI牛久太陽光発電所



予想発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	264890	279125	218589	197265	164641	176221	200658	194314	246490	268143	295791	242825	実績発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	209790	272300	227760	168800	185410	148680	171220	238990	250660	286380	272690	247660	







TI鹿沼太陽光発電所



予想発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	140555	158915	133956	125390	109182	115647	135995	131641	160053	159974	164439	138586	実績発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	107038	141350	115160	92523	100796	82931	96190	129850	147601	167390	159480	133420	







TI矢吹太陽光発電所



予想発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	1376547	1550629	1298151	1228731	987607	906309	948906	1023154	1437387	1543516	1706827	1483649	実績発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	1191500	1420600	1268000	944100	944000	738400	795300	1175700	1398500	1652500	1622100	1482700	







TI釧路太陽光発電所



予想発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	185475	191960	180866	192552	168851	159049	176739	195044	237116	231812	224065	187563	実績発電量	19年	
7月	8月	9月	10月	11月	12月	20年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	191890	175790	224910	181610	210790	162170	178630	216440	225280	238160	245310	203320	









運用開始来実績

				期 キ		年月 ネンゲツ		発電量予測値		発電量実績値		差異 サイ		月次達成率 ゲツジ タッセイリツ		期中達成率 キチュウ タッセイリツ				期別合計 キ ベツ ゴウケイ		期別合計 キ ベツ ゴウケイ

								（kWh）		（kWh）		（kWh）								発電量予測値		発電量実績値

								A		B		B-A		B/A×100

				第2期 ダイ キ		2018年10月 ネン ツキ		1,880,341		1,746,599		▲ 133,742		92.9%		96.1%

						2018年11月 ネン ツキ		1,544,069		1,663,093		＋119,024円		107.7%

						2018年12月 ネン ツキ		1,477,445		1,299,011		▲ 178,434		87.9%						4,901,855		4,708,703

						第2期計 キ ケイ		4,901,855		4,708,703		▲ 193,152		96.1%

				第3期 ダイ キ		2019年01月 ネン		1,598,707		1,632,270		＋33,563 		102.1%		104.6%

						2019年02月 ネン		1,677,684		1,697,017		＋19,333 		101.2%

						2019年03月 ネン		2,251,896		2,370,309		＋118,413 		105.3%

						2019年04月 ネン		2,388,948		2,602,702		＋213,754 		108.9%

						2019年05月 ネン		2,594,572		2,923,165		＋328,593 		112.7%

						2019年06月 ネン		2,220,224		2,091,520		▲ 128,704		94.2%						12,732,031		13,316,983

						第3期計 ケイ		12,732,031		13,316,983		＋584,952 		104.6%

				第4期 ダイ キ		2019年07月 ネン		2,135,409		1,834,608		▲ 300,801		85.9%		90.6%

						2019年08月 ネン		2,357,594		2,179,760		▲ 177,834		92.5%

						2019年09月 ネン		1,970,010		1,975,710		＋5,700 		100.3%

						2019年10月 ネン		1,868,878		1,496,923		▲ 371,955		80.1%

						2019年11月 ネン		1,534,673		1,557,246		＋22,573 		101.5%

						2019年12月 ネン		1,468,493		1,226,441		▲ 242,051		83.5%						11,335,057		10,270,688

						第4期計		11,335,057		10,270,688		▲ 1,064,368		90.6%

				第5期 ダイ キ		2020年01月 ネン ガツ		1,588,999		1,350,280		▲ 238,719 		85.0%		100.1%

						2020年02月 ネン ガツ		1,667,474		1,913,150		＋245,676 		114.7%

						2020年03月 ネン ガツ		2,238,122		2,183,771		▲ 54,351 		97.6%

						2020年04月 ネン ガツ		2,374,321		2,528,090		＋153,769 		106.5%

						2020年05月 ネン ガツ		2,578,650		2,473,420		▲ 105,230 		95.9%

						2020年06月 ネン ガツ		2,206,571		2,224,210		＋17,639 		100.8%						12,654,137		12,672,921

						第5期計		12,654,137		12,672,921		＋18,784 		100.1%

				合計 ゴウケイ				41,623,080		40,969,295		▲ 653,784 		98.4%		－





分散状況

						物件名称 ブッケン メイショウ		所在地 ショザイチ		取得価格 シュトク カカク		期末評価価値 キマツ ヒョウカ カチ				調達価格 チョウタツ カカク		残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン		買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ

										（百万円）		（百万円）		比率 ヒリツ		（円/kWh）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ケ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ		564		584		6.8%		36		13年10か月		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ		884		882		10.3%		36		14年4か月		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市 トチギケン カヌマシ		509		499		5.8%		36		14年8か月		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン		5,815		5,792		67.8%		40		14年9か月		東北電力 トウホク デンリョク

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン		752		782		9.2%		36		16年5か月		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク

								合計 ゴウケイ		8,524		8,540		100.0%		－		－		－



				時点 ジテン		6/30/20		PwC評価 ヒョウカ		下限 カゲン		上限 ジョウゲン		中間（切捨） チュウカン キリス								地域分散 チイキ ブンサン

								龍ヶ崎 リュウガサキ		536.0		633.0		584.5		6.8%						北海道地方 ホッカイドウ チホウ		752		8.8%

								牛久 ウシク		820.0		944.0		882.0		10.3%						東北地方 トウホク チホウ		5,815		68.2%

								鹿沼 カヌマ		452.0		546.0		499.0		5.8%						関東地方 カントウ チホウ		1,957		23.0%

								矢吹 ヤブキ		5,364.0		6,220.0		5,792.0		67.8%								8,524

								釧路 クシロ		719.0		846.0		782.5		9.2%

										7,891.0		9,189.0		8,540.0		100.0%						残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン

																						14年以上 ネンイジョウ		7,960		93.4%

																						14年未満 ネン ミマン		564		6.6%

																								8,524

																						買取電気事業者別分散 カイトリ デンキ ジギョウシャ ベツ ブンサン

																						東京電力
エナジーパートナー トウキョウ デンリョク		1,957		23.0%

																						東北電力 トウホク デンリョク		5,815		68.2%

																						北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		752		8.8%

																								8,524



地域分散状況（取得価格ベース）





北海道地方	東北地方	関東地方	8.8221492257156267E-2	0.68219145940872827	0.22958704833411545	



残存調達期間状況（取得価格ベース）







14年以上	14年未満	0.93383388080713281	6.6166119192867204E-2	



買取電気事業者別分散状況

（取得価格ベース）







東京電力	
エナジーパートナー	東北電力	北海道電力	0.22958704833411545	0.68219145940872827	8.8221492257156267E-2	





投資口価格

														Y!ファィナンス

								日付		始値		高値		安値		終値		出来高

								2018/9/27		92,600		92,900		91,700		92,300		3,469

								2018/9/28		92,500		94,900		92,500		92,600		819

								2018/10/1		93,600		94,200		93,100		93,100		180

								2018/10/2		93,700		94,300		93,200		93,800		136

								2018/10/3		93,800		94,500		93,500		93,600		209

								2018/10/4		93,500		93,600		93,000		93,000		351

								2018/10/5		93,000		93,300		92,800		93,100		246

								2018/10/9		93,600		93,600		92,900		93,000		104

								2018/10/10		93,000		93,400		92,800		93,000		175

								2018/10/11		92,500		92,800		91,500		91,800		853

								2018/10/12		91,800		92,100		91,700		91,700		511

								2018/10/15		92,000		93,000		92,000		92,200		277

								2018/10/16		92,000		92,600		92,000		92,100		383

								2018/10/17		92,600		92,900		91,400		91,600		458

								2018/10/18		91,600		92,200		91,400		91,500		368

								2018/10/19		92,300		92,300		91,100		91,800		347

								2018/10/22		92,100		92,100		91,300		91,500		113

								2018/10/23		91,700		92,000		91,300		91,300		152

								2018/10/24		91,400		92,100		91,400		92,000		204

								2018/10/25		91,300		91,600		91,000		91,000		504

								2018/10/26		91,100		91,300		90,600		90,900		331

								2018/10/29		91,000		91,000		90,000		90,000		197

								2018/10/30		89,100		90,100		88,300		88,300		702

								2018/10/31		88,500		88,800		88,100		88,100		376

								2018/11/1		88,300		88,600		88,000		88,000		242

								2018/11/2		88,300		88,600		88,200		88,600		144

								2018/11/5		89,300		89,300		88,400		88,900		158

								2018/11/6		90,200		90,200		88,400		88,600		329

								2018/11/7		88,600		89,000		88,300		88,300		132

								2018/11/8		88,400		88,600		88,300		88,400		230

								2018/11/9		88,300		88,300		88,100		88,100		423

								2018/11/12		88,200		88,500		88,100		88,200		96

								2018/11/13		88,200		88,300		87,900		88,100		255

								2018/11/14		88,000		88,300		88,000		88,000		162

								2018/11/15		88,200		88,300		88,100		88,300		54

								2018/11/16		88,200		88,400		88,000		88,000		79

								2018/11/19		88,000		88,300		88,000		88,100		116

								2018/11/20		88,300		88,500		88,200		88,300		87

								2018/11/21		88,000		88,100		87,700		87,700		285

								2018/11/22		87,700		87,700		87,100		87,100		363

								2018/11/26		87,000		87,000		85,700		85,700		619

								2018/11/27		85,700		86,000		85,300		85,600		443

								2018/11/28		85,600		87,100		85,600		86,100		589

								2018/11/29		87,900		87,900		86,100		86,500		242

								2018/11/30		86,500		86,500		85,500		85,800		493

								2018/12/3		85,900		86,000		85,200		85,200		579

								2018/12/4		85,300		85,400		85,100		85,200		358

								2018/12/5		85,200		85,500		84,700		84,700		562

								2018/12/6		84,600		84,700		84,300		84,300		465

								2018/12/7		84,300		84,400		84,000		84,300		413

								2018/12/10		84,400		84,400		83,900		84,100		272

								2018/12/11		83,800		83,900		82,400		82,400		1,044

								2018/12/12		82,900		83,200		82,800		83,000		428

								2018/12/13		83,200		84,300		83,200		84,200		166

								2018/12/14		84,100		84,500		83,600		84,000		171

								2018/12/17		84,500		86,000		84,100		85,700		247

								2018/12/18		85,200		85,800		84,700		84,700		266

								2018/12/19		84,600		84,900		84,300		84,300		217

								2018/12/20		84,300		84,500		83,100		83,700		496

								2018/12/21		83,400		83,400		82,500		82,700		717

								2018/12/25		82,000		82,400		81,500		82,300		1,234

								2018/12/26		82,300		83,800		82,000		82,400		421

								2018/12/27		83,700		84,000		83,300		84,000		338

								2018/12/28		83,900		83,900		83,400		83,700		71

								2019/1/4		84,000		84,500		83,700		84,400		123

								2019/1/7		85,000		86,300		84,600		84,700		234

								2019/1/8		86,200		86,300		85,900		86,100		152

								2019/1/9		86,200		86,400		86,000		86,200		188

								2019/1/10		86,700		86,700		86,000		86,200		120

								2019/1/11		86,200		86,700		86,200		86,200		146

								2019/1/15		86,900		87,000		86,300		86,900		137

								2019/1/16		87,000		87,000		86,300		86,900		271

								2019/1/17		87,000		87,000		86,200		87,000		217

								2019/1/18		86,800		87,000		86,500		86,600		144

								2019/1/21		87,100		87,100		86,600		87,000		146

								2019/1/22		87,100		87,100		86,800		86,800		69

								2019/1/23		86,700		87,300		86,700		87,000		128

								2019/1/24		87,300		87,300		86,600		86,800		131

								2019/1/25		87,300		87,500		86,800		87,000		129

								2019/1/28		87,000		88,000		87,000		87,900		158

								2019/1/29		88,100		88,400		87,900		88,400		119

								2019/1/30		88,200		88,800		88,000		88,300		285

								2019/1/31		88,600		88,700		88,400		88,700		165

								2019/2/1		88,500		88,700		88,500		88,600		46

								2019/2/4		88,800		88,900		88,600		88,800		76

								2019/2/5		88,800		88,800		88,400		88,600		104

								2019/2/6		88,700		88,700		88,500		88,600		44

								2019/2/7		88,700		88,700		87,600		88,400		156

								2019/2/8		88,100		88,600		87,100		87,700		179

								2019/2/12		87,700		88,400		87,000		87,800		96

								2019/2/13		87,700		88,400		87,000		87,600		148

								2019/2/14		87,600		87,600		86,500		86,600		173

								2019/2/15		86,400		87,700		86,100		86,300		248

								2019/2/18		86,000		86,600		85,900		85,900		414

								2019/2/19		86,200		86,900		86,000		86,400		174

								2019/2/20		86,400		86,800		86,000		86,600		44

								2019/2/21		86,700		86,800		85,900		86,200		291

								2019/2/22		86,200		86,400		85,900		86,200		80

								2019/2/25		87,800		90,800		87,600		88,700		1,709

								2019/2/26		89,100		90,300		89,100		90,200		417

								2019/2/27		90,600		91,500		90,400		90,800		380

								2019/2/28		91,300		91,500		90,000		90,300		770

								2019/3/1		91,000		91,000		89,900		90,100		142

								2019/3/4		91000		91000		90500		90,800		84

								2019/3/5		90500		90900		90300		90,500		106

								2019/3/6		90500		90700		90000		90,400		90

								2019/3/7		90100		90900		90100		90,600		59

								2019/3/8		90700		90900		90300		90,600		66

								2019/3/11		90600		90800		90400		90,800		47

								2019/3/12		90800		91000		90600		90,900		49

								2019/3/13		91000		91000		90600		91,000		147

								2019/3/14		91000		91700		91000		91,700		76

								2019/3/15		91200		91900		91200		91,900		77

								2019/3/18		92000		93100		92000		92,800		145

								2019/3/19		93000		94100		93000		93,400		206

								2019/3/20		94000		94500		93700		94,500		105

								2019/3/22		95000		95600		95000		95,500		164

								2019/3/25		97000		97200		96200		96,600		296

								2019/3/26		96900		96900		96000		96,700		319

								2019/3/27		96900		96900		96100		96,500		321

								2019/3/28		96800		96800		96200		96,800		305

								2019/3/29		96900		97100		96500		97,100		397

								2019/4/1		97200		97200		96600		96,600		284

								2019/4/2		96700		97000		96000		96,000		247

								2019/4/3		96900		97000		96400		97,000		115

								2019/4/4		96500		97000		96300		96,300		272

								2019/4/5		96600		96900		96300		96,900		55

								2019/4/8		96900		97000		96600		97,000		189

								2019/4/9		96900		96900		96400		96,600		225

								2019/4/10		97000		97000		96000		96,300		304

								2019/4/11		96600		96600		96100		96,300		151

								2019/4/12		96500		96500		96000		96,100		254

								2019/4/15		96100		96400		95900		96,300		94

								2019/4/16		96600		96700		96400		96,600		79

								2019/4/17		96600		96800		96500		96,800		217

								2019/4/18		96600		96800		96100		96,200		210

								2019/4/19		96300		96600		96300		96,300		55

								2019/4/22		96900		96900		96300		96,500		168

								2019/4/23		96800		96900		96000		96,900		297

								2019/4/24		96900		96900		96300		96,900		161

								2019/4/25		96900		97000		96700		96,900		134

								2019/4/26		97000		97100		96700		97,100		247

								2019/5/7		97200		97400		96400		97,300		185

								2019/5/8		97000		97100		96600		97,000		244

								2019/5/9		97000		97500		96800		97,100		117

								2019/5/10		96800		97100		96800		96,800		222

								2019/5/13		97100		97300		96800		97,100		204

								2019/5/14		97100		97100		96500		97,000		316

								2019/5/15		96900		97100		96900		96,900		117

								2019/5/16		97300		97300		97000		97,000		108

								2019/5/17		97300		97500		97200		97,200		159

								2019/5/20		97500		97600		97100		97,600		196

								2019/5/21		97600		98000		97200		98,000		250

								2019/5/22		98300		98300		97500		97,800		263

								2019/5/23		97900		98000		97500		97,800		257

								2019/5/24		97800		98200		97800		98,200		151

								2019/5/27		98400		98700		98000		98,300		247

								2019/5/28		98500		98700		98200		98,600		278

								2019/5/29		98600		98900		98500		98,700		351

								2019/5/30		98800		99300		98700		99,000		440

								2019/5/31		99100		99300		98400		98,400		476

								2019/6/3		98400		98900		98100		98,400		145

								2019/6/4		98200		98700		98200		98,500		154

								2019/6/5		98400		98900		98300		98,400		269

								2019/6/6		98400		98900		98400		98,900		117

								2019/6/7		98600		99100		98600		99,100		247

								2019/6/10		99300		99600		99100		99,300		546

								2019/6/11		99500		99600		99100		99,200		298

								2019/6/12		99300		99700		99300		99,600		345

								2019/6/13		99000		99300		98000		98,600		979

								2019/6/14		99000		99300		98900		99,000		322

								2019/6/17		99400		99500		99000		99,400		262

								2019/6/18		99700		99700		99200		99,500		456

								2019/6/19		99600		99600		99200		99,600		370

								2019/6/20		99300		99600		99200		99,600		370

								2019/6/21		99500		99600		99400		99,600		449

								2019/6/24		99500		100000		99300		99,800		470

								2019/6/25		99500		100000		99400		99,400		457

								2019/6/26		96000		97000		95900		96,300		921

								2019/6/27		96900		97200		96500		96,900		295

								2019/6/28		98000		98000		96600		96,800		368

								2019/7/1		96900		97400		96900		97,200		179

								2019/7/2		97600		97600		97200		97,500		261

								2019/7/3		97800		98100		97200		97,300		187

								2019/7/4		97600		97600		97000		97,400		350

								2019/7/5		97500		97600		97200		97,500		186

								2019/7/8		97200		97900		97200		97,900		160

								2019/7/9		97900		97900		97500		97,800		84

								2019/7/10		97900		98200		97500		97,500		234

								2019/7/11		98000		98100		97700		98,100		40

								2019/7/12		97700		98000		97600		98,000		121

								2019/7/16		98200		98200		97800		97,900		181

								2019/7/17		97700		97900		97600		97,900		89

								2019/7/18		97900		97900		97200		97,200		205

								2019/7/19		97200		97900		97200		97,300		63

								2019/7/22		97800		97800		97300		97,400		77

								2019/7/23		97300		97500		97200		97,400		84

								2019/7/24		97200		97600		97200		97,500		60

								2019/7/25		97500		97800		97500		97,800		105

								2019/7/26		97500		98000		97500		98,000		183

								2019/7/29		98000		98100		97400		97,800		175

								2019/7/30		97600		98000		97400		97,700		125

								2019/7/31		97700		97900		97600		97,800		58

								2019/8/1		97900		98200		97600		98,000		173

								2019/8/2		98000		98000		97600		97,900		73

								2019/8/5		97900		98200		97400		97,500		285

								2019/8/6		97500		98000		97100		97,700		139

								2019/8/7		98100		98100		97100		97,400		171

								2019/8/8		97300		97900		97200		97,400		123

								2019/8/9		97700		97900		97400		97,700		38

								2019/8/13		97700		97800		97600		97,800		49

								2019/8/14		97600		97900		97300		97,500		140

								2019/8/15		97800		97900		97100		97,300		172

								2019/8/16		97800		97900		97400		97,600		116

								2019/8/19		97900		98000		97500		97,800		204

								2019/8/20		98000		98100		97800		98,000		103

								2019/8/21		98000		98500		98000		98,400		225

								2019/8/22		98400		98400		97700		97,900		268

								2019/8/23		97700		98000		97300		97,600		275

								2019/8/26		97300		97500		96500		96,700		645

								2019/8/27		97100		97300		96900		97,200		71

								2019/8/28		97000		97100		96500		96,800		274

								2019/8/29		96800		96800		96400		96,500		209

								2019/8/30		96800		96800		96400		96,500		152

								2019/9/2		96600		96900		96600		96,700		108

								2019/9/3		97200		98300		96900		98,000		360

								2019/9/4		98000		100200		98000		99,000		470

								2019/9/5		99000		100200		98700		99,600		516

								2019/9/6		99500		100000		99300		100,000		148

								2019/9/9		99800		100000		99600		99,900		218

								2019/9/10		99900		100500		99600		100,000		349

								2019/9/11		100200		100500		99200		99,300		261

								2019/9/12		99400		100000		98800		99,700		308

								2019/9/13		99700		100500		99600		99,900		440

								2019/9/17		100200		100200		100000		100,200		172

								2019/9/18		100200		100400		99900		99,900		322

								2019/9/19		100300		100300		100000		100,300		228

								2019/9/20		100400		100500		100100		100,400		401

								2019/9/24		100300		101000		100300		100,800		279

								2019/9/25		101100		102000		100800		102,000		310

								2019/9/26		102000		103500		102000		103,400		292

								2019/9/27		103400		104300		103100		103,700		232

								2019/9/30		103700		104800		102400		103,000		259

								2019/10/1		103500		104000		102600		103,500		215

								2019/10/2		104000		104400		103500		103,900		142

								2019/10/3		103900		104700		103800		104,700		86

								2019/10/4		104700		107100		104700		105,900		376

								2019/10/7		107100		108100		106500		108,000		342

								2019/10/8		108100		109000		108000		108,900		441

								2019/10/9		108300		110200		108200		109,900		456

								2019/10/10		110400		111100		109700		109,900		444

								2019/10/11		109700		110000		108500		108,600		773

								2019/10/15		107500		110700		107500		108,100		401

								2019/10/16		107900		109700		107900		108,700		311

								2019/10/17		108700		109400		108000		108,500		159

								2019/10/18		109000		109000		107900		108,300		187

								2019/10/21		108400		109000		108400		109,000		109

								2019/10/23		109700		110800		109500		110,000		326

								2019/10/24		110200		110900		109600		110,600		120

								2019/10/25		111000		111100		109700		110,200		370

								2019/10/28		110300		111400		110300		111,000		189

								2019/10/29		111400		112200		111400		112,100		334

								2019/10/30		112500		112900		111500		112,100		327

								2019/10/31		113500		114000		112100		113,600		431

								2019/11/1		114600		116000		114500		115,900		277

								2019/11/5		118100		120000		117600		118,700		566

								2019/11/6		119900		120800		114600		116,300		732

								2019/11/7		113200		114800		110600		111,000		1018

								2019/11/8		111000		111700		105000		105,600		1695

								2019/11/11		104300		109500		103400		108,300		712

								2019/11/12		112000		112700		109500		109,600		420

								2019/11/13		108300		108800		106600		108,400		312

								2019/11/14		107200		110400		107000		110,000		241

								2019/11/15		111400		112700		110500		110,600		312

								2019/11/18		111600		112300		110700		112,200		214

								2019/11/19		113200		114900		112500		114,700		480

								2019/11/20		114800		114900		112300		113,700		315

								2019/11/21		113300		113500		111800		112,400		219

								2019/11/22		113100		113300		111600		112,000		181

								2019/11/25		112400		113000		111700		111,700		156

								2019/11/26		111800		113700		111800		113,300		172

								2019/11/27		113300		113300		112100		113,100		166

								2019/11/28		113100		114500		112900		113,400		222

								2019/11/29		113800		113900		112200		112,400		186

								2019/12/2		112800		113100		110700		111,100		489

								2019/12/3		111000		114000		110900		113,200		425

								2019/12/4		113000		113800		112700		113,600		112

								2019/12/5		113900		114000		112700		113,600		278

								2019/12/6		113800		113900		113500		113,800		155

								2019/12/9		113800		113900		113000		113,500		227

								2019/12/10		113100		114100		113100		113,900		382

								2019/12/11		113900		114300		113300		113,800		96

								2019/12/12		113400		114100		113400		114,000		154

								2019/12/13		114100		114100		112800		112,900		405

								2019/12/16		112800		113400		112800		113,400		48

								2019/12/17		113400		114000		113100		113,300		256

								2019/12/18		113500		113500		112800		113,200		360

								2019/12/19		113200		113400		113200		113,200		196

								2019/12/20		111600		111700		110000		110,300		1103

								2019/12/23		106400		106400		103200		103,900		2495

								2019/12/24		103000		104500		103000		103,200		737

								2019/12/25		103900		104200		103500		104,100		327

								2019/12/26		104000		105600		103500		103,800		700

								2019/12/27		102600		104200		102600		103,800		344

								2019/12/30		104100		104500		103800		103,900		238

								2020/1/6		104600		104600		103700		104,000		377

								2020/1/7		105100		105100		104500		105,000		154

								2020/1/8		105100		107000		105100		105,500		468

								2020/1/9		107200		107200		105600		106,500		110

								2020/1/10		107200		108800		106700		107,700		180

								2020/1/14		107700		108300		106700		107,800		364

								2020/1/15		108400		108700		108000		108,000		169

								2020/1/16		110000		110000		108100		108,800		145

								2020/1/17		108800		108900		108200		108,700		317

								2020/1/20		108700		108700		108300		108,300		104

								2020/1/21		108300		109000		108300		108,600		144

								2020/1/22		108600		108700		108500		108,600		67

								2020/1/23		108300		108500		108000		108,000		113

								2020/1/24		107700		107700		105400		106,000		344

								2020/1/27		106300		106400		102100		102,100		488

								2020/1/28		103300		105600		102700		104,800		316

								2020/1/29		105000		105500		104900		105,000		117

								2020/1/30		105400		105400		104400		104,400		74

								2020/1/31		104400		104900		104400		104,900		167

								2020/2/3		103500		103600		102400		103,400		259

								2020/2/4		103500		104000		103400		103,900		249

								2020/2/5		104000		104000		103000		103,300		195

								2020/2/6		103500		103700		103300		103,700		257

								2020/2/7		103700		103700		103300		103,300		91

								2020/2/10		103500		103700		103200		103,400		153

								2020/2/12		103700		103900		103300		103,900		102

								2020/2/13		103700		104900		103700		104,700		180

								2020/2/14		103900		104600		103800		104,200		244

								2020/2/17		104500		104900		104100		104,300		97

								2020/2/18		104200		104200		103800		103,900		60

								2020/2/19		103700		104100		103700		104,100		23

								2020/2/20		105000		105000		104400		104,700		430

								2020/2/21		104,600		105,600		104,600		105,600		287

								2020/2/25		104800		105600		103900		104,600		216

								2020/2/26		104400		104400		102000		102,900		403

								2020/2/27		103400		103700		102600		102,600		128

								2020/2/28		100000		102600		99500		102,500		1878

								2020/3/2		98400		103500		98000		103,500		1739

								2020/3/3		104500		104600		102600		102,700		117

								2020/3/4		103700		104700		103300		104,700		177

								2020/3/5		105000		105000		104300		104,500		100

								2020/3/6		103200		103500		102600		102,800		322

								2020/3/9		100200		100200		98600		99,300		353

								2020/3/10		95200		99000		94100		98,500		548

								2020/3/11		99200		100100		97000		98,000		170

								2020/3/12		97100		97500		94500		94,500		438

								2020/3/13		90000		92200		85300		87,800		840

								2020/3/16		89000		92600		88900		90,100		258

								2020/3/17		85800		91600		85800		89,200		345

								2020/3/18		90500		93600		90500		91,700		185

								2020/3/19		91500		91600		88200		88,600		210

								2020/3/23		86200		86900		84800		86,400		632

								2020/3/24		89000		92600		88700		90,200		146

								2020/3/25		94300		94600		92800		93,900		249

								2020/3/26		92000		93700		91200		91,300		268

								2020/3/27		91300		91800		90800		90,900		137

								2020/3/30		90700		91400		90200		91,000		1307

								2020/3/31		91600		92300		91000		91,200		105

								2020/4/1		90000		92400		90000		90,200		56

								2020/4/2		89900		90700		89100		89,100		136

								2020/4/3		90800		91000		89100		90,000		180

								2020/4/6		90100		91900		90100		91,700		90

								2020/4/7		91900		96900		91900		96,300		641

								2020/4/8		99000		101000		97200		100,700		566

								2020/4/9		100700		101500		99700		99,700		225

								2020/4/10		101200		101200		99700		101,000		56

								2020/4/13		101000		101000		99700		100,700		122

								2020/4/14		99600		100900		99600		99,900		72

								2020/4/15		99800		100200		99600		99,800		95

								2020/4/16		99800		99800		99000		99,600		71

								2020/4/17		99600		100100		99600		99,800		51

								2020/4/20		100200		100200		99800		99,800		18

								2020/4/21		99800		100000		99600		99,600		142

								2020/4/22		99100		99900		97300		98,500		85

								2020/4/23		100000		100000		99300		99,900		32

								2020/4/24		99900		100100		99600		100,000		52

								2020/4/27		100000		100000		98000		98,300		272

								2020/4/28		99300		99300		94700		95,000		564

								2020/4/30		96500		97200		92600		93,000		661

								2020/5/1		93100		94700		92200		93,500		150

								2020/5/7		93600		95900		93500		95,000		80

								2020/5/8		96400		98100		95800		97,700		140

								2020/5/11		99600		99700		98600		99,700		154

								2020/5/12		99700		99800		99200		99,400		77

								2020/5/13		99500		100100		99500		99,500		102

								2020/5/14		99500		100100		99100		100,000		65

								2020/5/15		99000		100000		98900		99,900		150

								2020/5/18		100200		100400		99900		100,400		219

								2020/5/19		100500		100800		100000		100,100		114

								2020/5/20		100100		100600		99900		99,900		112

								2020/5/21		100000		100400		100000		100,200		20

								2020/5/22		100500		100600		99900		100,300		53

								2020/5/25		100300		100800		100300		100,400		105

								2020/5/26		100700		101000		100500		100,800		108

								2020/5/27		101400		101400		100500		100,700		112

								2020/5/28		101300		101900		100800		101,200		171

								2020/5/29		101200		102100		101200		101,900		84

								2020/6/1		102900		103000		101900		102,900		83

								2020/6/2		102500		104900		102300		104,100		243

								2020/6/3		104300		105300		104300		104,900		287

								2020/6/4		104900		105300		104700		105,000		164

								2020/6/5		105100		105500		105000		105,200		63

								2020/6/8								105,800		271

								2020/6/9								105,600		120

								2020/6/10								106,400		226

								2020/6/11								105,000		243

								2020/6/12								104,100		381

								2020/6/15								103,700		261

								2020/6/16								104,600		271

								2020/6/17								105,200		87

								2020/6/18								105,000		166

								2020/6/19								105,500		119

								2020/6/22								106,400		77

								2020/6/23								106,000		195

								2020/6/24								105,700		115

								2020/6/25								105,800		149

								2020/6/26								106,000		398

								2020/6/29								101,500		297

								2020/6/30								100,800		558
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投資口価格2

						日付		始値		高値		安値		終値		出来高		調整後終値*

						reserved-43991x1F		105,900		105,900		105,000		105,600		120		105,600

						reserved-43992x1F		105,900		106,400		105,100		106,400		226		106,400

						reserved-43993x1F		106,800		107,000		105,000		105,000		243		105,000

						reserved-43994x1F		103,200		104,800		103,200		104,100		381		104,100

						reserved-43997x1F		107,000		107,000		103,100		103,700		261		103,700

						reserved-43998x1F		104,200		105,100		101,500		104,600		271		104,600

						reserved-43999x1F		104,000		105,300		104,000		105,200		87		105,200

						reserved-44000x1F		105,200		106,800		104,600		105,000		166		105,000

						reserved-44001x1F		105,100		105,800		105,000		105,500		119		105,500

						reserved-44004x1F		106,000		106,700		105,800		106,400		77		106,400

						reserved-44005x1F		106,400		106,900		105,000		106,000		195		106,000

						reserved-44006x1F		106,000		106,000		105,500		105,700		115		105,700

						reserved-44007x1F		105,900		106,000		105,500		105,800		149		105,800

						reserved-44008x1F		105,800		106,000		105,000		106,000		398		106,000

						reserved-44011x1F		100,000		102,400		100,000		101,500		297		101,500

						reserved-44012x1F		100,500		101,000		100,100		100,800		558		100,800

						reserved-44013x1F		101,800		101,800		100,500		100,500		176		100,500

						reserved-44014x1F		101,200		101,200		100,400		100,400		67		100,400

						reserved-44015x1F		100,500		101,200		99,600		99,600		151		99,600

						reserved-44018x1F		100,200		100,200		99,600		99,700		39		99,700

						reserved-44019x1F		99,500		99,700		99,000		99,000		81		99,000

						reserved-44020x1F		98,800		99,000		98,100		98,600		137		98,600

						reserved-44021x1F		98,600		98,600		97,100		97,200		93		97,200

						reserved-44022x1F		97,100		97,200		96,400		96,500		102		96,500

						reserved-44025x1F		96,500		97,100		96,200		96,400		72		96,400

						reserved-44026x1F		96,900		97,200		96,800		97,000		50		97,000

						reserved-44027x1F		98,100		98,400		97,200		97,700		30		97,700

						reserved-44028x1F		98,400		98,400		97,600		97,800		23		97,800

						reserved-44029x1F		97,300		98,000		96,700		96,800		161		96,800

						reserved-44032x1F		96,700		97,500		96,100		97,500		129		97,500

						reserved-44033x1F		96,700		97,600		96,700		97,300		49		97,300

						reserved-44034x1F		97,700		98,000		96,900		97,600		85		97,600

						reserved-44039x1F		98,200		98,200		97,400		97,400		46		97,400

						reserved-44040x1F		97,500		97,600		97,400		97,500		32		97,500

						reserved-44041x1F		97,400		97,400		96,900		97,200		28		97,200

						reserved-44042x1F		97,100		97,300		96,400		96,900		56		96,900

						reserved-44043x1F		96,500		96,600		96,000		96,500		127		96,500

						reserved-44046x1F		96,200		96,700		96,000		96,100		86		96,100

						reserved-44047x1F		96,100		96,700		96,100		96,700		29		96,700

						reserved-44048x1F		96,700		97,500		96,700		97,400		38		97,400

						reserved-44049x1F		97,700		98,000		97,000		98,000		52		98,000

						reserved-44050x1F		96,900		97,600		96,900		97,000		83		97,000

						reserved-44054x1F		97,200		97,200		96,500		96,500		78		96,500

						reserved-44055x1F		96,400		96,800		96,100		96,100		167		96,100

						reserved-44056x1F		96,100		96,300		96,100		96,100		132		96,100

						reserved-44057x1F		95,500		95,500		94,600		94,800		487		94,800





大口投資主

						氏名又は名称 シメイ マタ メイショウ		所有投資口数（口） ショユウ トウシ クチ スウ クチ		保有比率 ホユウ ヒリツ

				1		株式会社アドバンテック		2,235		4.85%				4.855%

				2		大和信用金庫		1,500		3.26%				3.258%

				3		株式会社福邦銀行		1,300		2.82%				2.824%

				4		岡崎信用金庫		914		1.99%				1.985%

				5		個人 コジン		550		1.19%				1.195%

				6		九州ひぜん信用金庫		541		1.18%				1.175%

				7		株式会社福岡銀行 		470		1.02%				1.021%

				8		個人 コジン		469		1.02%				1.019%

				9		個人 コジン		467		1.01%				1.014%

				10		個人 コジン		461		1.00%				1.001%

						合計 ゴウケイ		8,907		19.35%				19.347%

						ALL		46,039





投資主シェア

						reserved-43646x1F										reserved-43465x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		80.3%				■		個人・その他 コジン タ		37,350口		81.1%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		9.1%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		3,928口		8.5%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		9.6%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,621口		10.0%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		1.0%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		140口		0.3%

						計 ケイ		46,039口		100.0%						計 ケイ		46,039口		100.0%





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		97.5%				■		個人・その他 コジン タ		4,041名		97.6%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		0.4%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		17名		0.4%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		1.8%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		72名		1.7%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		0.3%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		10名		0.2%

						計 ケイ		4,531名		100.0%						計 ケイ		4,140名		100.0%



						reserved-43830x1F

						ALL		46,039		OK



																								シェア

				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン												19年12月期 ネン ツキ キ

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		34,250口		▲ 2,733口												74.4%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		6,632口		2,452口												14.4%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		4,283口		▲ 132口												9.3%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		874口		413口												1.9%

						計 ケイ		46,039口		46,039口		0口												100.0%





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン												19年12月期 ネン ツキ キ

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		4,426名		10名												97.3%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		23名		3名												0.5%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		82名		0名												1.8%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		17名		4名												0.4%

						計 ケイ		4,531名		4,548名		17名												100.0%

						reserved-44012x1F

						ALL		46,039		OK



				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				19年12月期 ネン ツキ キ		20年6月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		34,250口		34,080口		▲ 170口

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		6,632口		7,075口		443口

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,283口		4,208口		▲ 75口

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		874口		676口		▲ 198口

						計 ケイ		46,039口		46,039口		0口





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				19年12月期 ネン ツキ キ		20年6月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		4,426名		4,681名		255名

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		23名		27名		4名

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		90名		8名

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		17名		14名		▲ 3名

						計 ケイ		4,548名		4,812名		264名





借入状況

				reserved-44012x1F

				区分		借入先		残高
(百万円)		利率		借入日		返済期限		摘要

				長期		株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島大正銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行 カブシキガイシャ アシカガ ギンコウ タイショウ		4,748		0.70136%		reserved-43374x1F		reserved-47026x1F		無担保
無保証

						合計 ゴウケイ		4,748		－		－		－		－

								返済後残高 ヘンサイ ゴ ザンダカ								2018/12期
実績 キ ジッセキ		2019/6期
実績 キ ジッセキ		2019/12期
実績 キ ジッセキ		2020/6期
実績 キ ジッセキ		2020/12期
予想 キ ヨソウ		2021/6期
予想 キ ヨソウ

						新生 シンセイ		1,191,173,046		25.1%						57.7%		53.2%		53.5%		52.4%		52.0%		51.2%

						SMBC		1,191,173,046		25.1%

						中国 チュウゴク		899,677,530		18.9%

						足利 アシカガ		521,812,966		11.0%

						徳島 トクシマ		449,838,767		9.5%

						伊予 イヨ		269,903,261		5.7%

						高知 コウチ		224,919,384		4.7%

								4,748,498,000		100.00%



ＬＴＶ推移



[値]

2018/12期	
実績	2019/6期	
実績	2019/12期	
実績	2020/6期	
実績	0.57699999999999996	0.53200000000000003	0.53500000000000003	0.52400000000000002	




賃貸事業収支

				202006期 キ														（円） エン																				（千円） セン エン

						賃貸事業収入比率 チンタイ ジギョウ シュウニュウ ヒリツ		6.65%		10.63%		5.94%		67.68%		9.09%

								TI龍ヶ崎
太陽光発電所 リュウガサキ タイヨウコウ ハツデン ショ		TI牛久
太陽光発電所 ウシク		TI鹿沼
太陽光発電所 カヌマ		TI矢吹
太陽光発電所 ヤブキ		TI釧路
太陽光発電所 クシロ		合計 ゴウケイ										TI龍ヶ崎
太陽光発電所 リュウガサキ タイヨウコウ ハツデン ショ		TI牛久
太陽光発電所 ウシク		TI鹿沼
太陽光発電所 カヌマ		TI矢吹
太陽光発電所 ヤブキ		TI釧路
太陽光発電所 クシロ		合計 ゴウケイ

								第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期										第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期

								2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～										2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～

								reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F										reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F

				再エネ発電設備等の賃貸収入																				再エネ発電設備等の賃貸収入

						最低保証賃料		26,433		42,429		24,826		259,734		37,690		391,114								最低保証賃料		26		42		24		259		37		391

						実績連動賃料		2,950		4,530		1,426		38,019		2,479		49,406								実績連動賃料		2		4		－		－		2		49

						付帯収入 フタイ シュウニュウ		-		-		-		1,250		-		1,250								付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		－		－		－		1

						賃貸収入（小計A）		29,383		46,959		26,252		299,003		40,169		441,771								賃貸収入（小計A）		29		46		26		299		40		441

						比率 ヒリツ		6.7%		10.6%		5.9%		67.7%		9.1%		100.00%								比率 ヒリツ		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.10%								6.5		10.6		6.1		66.6		10.2		100

				再エネ発電設備等の賃貸費用																				再エネ発電設備等の賃貸費用

						公租公課		1,627		2,471		1,505		16,176		2,878		24,658								公租公課		1		2		1		16		2		24

						修繕費		555		95		763		1,918		351		3,683								修繕費		0		0		0		1		0		3

						保険料		195		327		213		2,372		329		3,438								保険料		0		0		0		2		0		3

						減価償却費		10,841		17,512		11,474		122,745		16,024		178,597								減価償却費		10		17		11		122		16		178

						支払地代		-		921		1,142		2,100		633		4,797								支払地代		－		0		1		2		0		4

						信託報酬		541		540		539		741		551		2,914								信託報酬		0		0		0		0		0		2

						その他賃貸費用		3		3		3		8		3		20								その他賃貸費用		0		0		0		0		0		0

						賃貸費用（小計B）		13,762		21,869		15,639		146,060		20,769		218,099								賃貸費用（小計B）		13		21		15		146		20		218

				再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B）				15,621		25,090		10,613		152,943		19,400		223,667						再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B）				15		25		10		152		19		223

						NOI		26,462		42,602		22,087		275,688		35,424		402,264								NOI		26		42		22		275		35		402

						固都税・償却除く費用 コトゼイ ショウキャク ノゾ ヒヨウ		1,294		1,886		2,660		7,139		1,867		193,441



								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ

						信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ		444,578,959		738,448,987		490,277,413		5,278,039,359		744,943,707		7,696,288,425								信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(37,798,194)		(61,294,170)		(39,940,050)		(429,607,836)		(56,071,029)		(624,711,279)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン		495,000				197,800				482,911		1,175,711								信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		495,000				(39,459)				(4,024)		451,517								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託土地 シンタク トチ		141,209,730		150,678,208				602,391,670				894,279,608								信託土地 シンタク トチ

						信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ												0								信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ

				有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				548,980,495		827,833,025		450,495,704		5,450,823,193		689,351,565		7,967,483,982						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン

						信託借地権 シンタク シャクチケン		-		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037								信託借地権 シンタク シャクチケン

				無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				0		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン

						合計 ゴウケイ		548,980,495		848,240,006		494,432,186		5,468,381,806		719,518,526		8,079,553,019								合計 ゴウケイ



						設備部分 セツビ ブ フン		407,770,765		677,154,817		450,495,704		4,848,431,523		689,351,565		7,073,204,374								設備部分 セツビ ブ フン

						不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン		141,209,730		171,085,189		43,936,482		619,950,283		30,166,961		1,006,348,645								不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン

						計 ケイ		548,980,495		848,240,006		494,432,186		5,468,381,806		719,518,526		8,079,553,019								計 ケイ

						NOI利回り リマワ		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

						NCF利回り リマワ		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

		期初 キショ				7/1/19

		期末 キマツ				12/31/19

		日数 ニッスウ				184



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&9&Z&F
&D　　&T




残存期間

																										Y		M		D

				取得予定日 シュトク ヨテイビ				9/27/18																基準日 キジュンビ		2019		12		31



				物件番号		物件名称		認定日		供給開始日		調達期間								残存調達		調達価格（注5）

								（注1）		（注2）		満了日		分解 ブンカイ						期間												当年度 トウ ネンド		終期年度 シュウキ ネンド								基準日月 キジュンビ ヅキ		終期月 シュウキ ツキ

												（注3）		Y		M		D		（注4）										年数 ネンスウ		残存月数 ザンゾン ツキ スウ		月数 ツキ スウ		

Hidechika_Mayama: 始期月と終期月の合計月数を算出
		

Hidechika_Mayama: 12か月を超える場合は、12を引く		修正年数 シュウセイ ネンスウ		残存日数 ザンゾン ニッスウ		残存日数 ザンゾン ニチ スウ		合計 ゴウケイ		修正月数 シュウセイ ツキスウ		満了前月末 マンリョウ ゼンゲツ マツ

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		reserved-41564x1F		reserved-41757x1F		reserved-49061x1F		2034		4		27		15年7か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		3		3		3		14.0				27		27		4.0		reserved-49034x1F

				2		TI牛久太陽光発電所		reserved-41624x1F		reserved-41942x1F		reserved-49246x1F		2034		10		29		16年1か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		9		9		9		14.0				29		29		10.0		reserved-49217x1F

				3		TI鹿沼太陽光発電所		reserved-41604x1F		reserved-42061x1F		reserved-49365x1F		2035		2		25		16年5か月		36円/kWh				2020		2035		15		0		1		1		1		15.0				25		25		2.0		reserved-49340x1F

				4		TI矢吹太陽光発電所		reserved-41306x1F		reserved-42088x1F		reserved-49392x1F		2035		3		24		16年6か月		40円/kWh				2020		2035		15		0		2		2		2		15.0				24		24		3.0		reserved-49368x1F

				5		TI釧路太陽光発電所		reserved-41407x1F		reserved-42706x1F		reserved-50010x1F		2036		12		1		18年2か月		36円/kWh				2020		2036		16		0		11		11		11		16.0				1		1		11.0		reserved-50009x1F								分解 ブンカイ

																																								888.0								30.0						15.3		年 ネン		0.3		年 ネン

				（注1）「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について改正前の再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各取得予定資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。

				（注2）「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転（試運転を除きます。）を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。																																																												分解 ブンカイ

				（注3）「調達期間満了日」は、各取得予定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。																																																月ベース変換 ツキ ヘンカン		15		年 ネン		3.6		か月 ツキ				3.0		0.6

				（注4）「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、当該資産の取得予定日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げで算出しています。

				（注5）「調達価格」は、各取得予定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。																																														平均残存調達期間 ヘイキン ザンゾン チョウタツ キカン				15		年 ネン		4		か月 ツキ

















































































































































































































































































































































































制度動向

						制度の趣旨		2020年6月30日までの状況		制度の導入予定

				導管性 ドウカン セイ		一定の要件を満たした投資法人について、配当等の額を損金の額に算入することが可能となり、実質的に法人税が非課税となる仕組み。		・　現行は、再生可能エネルギー発電設備の取得期限が2020年3月31日までとされているが、2019年12月20日公表された「令和2年度税制改正の大綱」において、取得期限の３年延長が明記された。
・　特例特定資産（再エネ発電設備）の運用の方法は賃貸のみ 【租税特別措置法施行令39条の32の3第12項2号】
・　有価証券投資の場合、他の法人の発行済株式または出資の総数または総額の50%以上を保有していないこと 　【租税特別措置法67条の15第1項2号】 ゲンコウ サイセイ カノウ ハツデン セツビ シュトク キゲン ネン ツキ ニチ ネン ツキ ニチ コウヒョウ レイワ ネン ド ゼイセイ カイセイ タイコウ シュトク キゲン ネン エンチョウ メイキ		－

				発電側
基本料金		送配電網の利用料金として、小売電気事業者が販売した電気の量に応じて託送料金を負担しているが、系統利用者である発電事業者側にも受益に応じた費用負担を求めようとするもの。		・　FIT価格が29円以上の太陽光発電については調整措置の対象外とすることが提案されたが、調達価格等算定委員会において、一定の調整措置が設けられる方向で議論されている。
・　FIT電源に関する調整措置については、発電側基本料金の具体的な水準や契約関係・導入時期等を見据えつつ、2019年度以降の調達価格等算定委員会で検討することとされており、議論が続いている。		2023年度から導入される予定(2020年度内に方針決定、2022年度末までにシステム構築)。 ドウニュウ ヨテイ

				廃棄等費用の確保 カクホ		太陽光発電設備の廃棄等費用について、積立が義務化されているものの実施率が低いことから、積立を確実にしようとするもの。		・　2019年12月、パネル出力容量に応じた積立が望ましいとしながらも第三者機関が管理する外部積立における徴収システムの問題から売電量に応じた積立とすること、及び上場インフラファンド等においては内部積立を選択できることが提案され、2020年1月にパブリックコメントが募集された。
・　2022年4月施行の改正再エネ特措法により導入され、FIT後半10年間において、廃棄等費用の積立が義務付けられる見込み。		2022年度に導入される予定。 ドウニュウ ヨテイ





パイプライン



						No.		所在地		運転開始年月		パネル出力（kW）		調達価格 チョウタツ カカク				パネル出力（kW）

				運営中		1		鳥取県米子市		41426		1,764 kW		40円/kWh				1,764.00		40

						2		徳島県美馬市		41791		1,470 kW		36円/kWh				1,470.00		36

						3		福島県南相馬市		42064		1,164 kW		36円/kWh				1,164.80		36

						4		茨城県鉾田市		42064		2,399 kW		40円/kWh				2,399.04		40

						5		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						6		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						7		福島県相馬市		42430		1,528 kW		36円/kWh				1,528.80		36

						8		福島県相馬市		42430		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						9		愛媛県北宇和郡		42430		2,374 kW		36円/kWh				2,374.40		36

		PO				10		北海道根室市		2016年3月（2号）		2,984 kW		36円/kWh				2,984.80		36

										2016年7月（1、3、4、5号）								0.00

						11		北海道室蘭市		42461		2,038 kW		36円/kWh				2,038.40		36

		PO				12		岡山県新見市		42522		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

		PO				13		愛媛県南宇和郡		42583		1,310 kW		32円/kWh				1,310.40		32

		PO				14		北海道標津郡		42675		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						15		北海道川上郡		42795		1,262 kW		40円/kWh				1,262.10		40

						16		岡山県赤磐市		42795		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

		PO				17		鹿児島県霧島市		42979		17,140 kW		40円/kWh				17,140.20		40

						18		岡山県岡山市		43040		2,116 kW		36円/kWh				2,116.80		36

						19		北海道上川郡		43070		2,371 kW		40円/kWh				2,371.20		40

		PO				20		岡山県岡山市		43101		2,043 kW		36円/kWh				2,043.36		36

						21		北海道阿寒郡		43160		6,026 kW		36円/kWh				6,026.40		36

						22		北海道根室市		43497		1,694 kW		21円/kWh				1,694.00		21

				開発中		23		福島県南相馬市		2020年5月予定		31,839 kW		36円/kWh				31,839.06		36

						24		高知県四万十市		2021年6月予定		36,000 kW		36円/kWh				36,000.00		36



				アドバンテック資料を基に、本資産運用会社作成

				2019年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資 基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。

				上記各物件のうち未稼働（開発中）のものに係る運転開始年月及び発電出力については、あくまで2019年12月31日現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転開始されず、また、上記の 発電出力による運転が困難となる可能性があります。

																								調達価格 チョウタツ カカク		パネル出力（kW）

																								40.0		24,937 kW

																								36.0		101,817 kW

																								32.0		1,310 kW

																								21.0		1,694 kW

																								計 ケイ		129,758 kW

																										129,758.16





パイプライン (2)



						No.		所在地		運転開始年月		パネル出力（kW）		調達価格 チョウタツ カカク				パネル出力（kW）

		OK		運営中		1		鳥取県米子市		41426		1,764 kW		40円/kWh				1,764.00		40

		OK				2		徳島県美馬市		41791		1,470 kW		36円/kWh				1,470.00		36

		OK				3		福島県南相馬市		42064		1,164 kW		36円/kWh				1,164.80		36

		OK				4		茨城県鉾田市		42064		2,399 kW		40円/kWh				2,399.04		40

		OK				5		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

		OK				6		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

		OK				7		福島県相馬市		42430		1,528 kW		36円/kWh				1,528.80		36

		OK				8		福島県相馬市		42430		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

		OK				9		愛媛県北宇和郡		42430		2,374 kW		36円/kWh				2,374.40		36

		OK				10		北海道室蘭市		42461		2,020 kW		36円/kWh				2,020.20		36

		OK				11		北海道川上郡		42795		1,262 kW		40円/kWh				1,262.10		40

		OK				12		岡山県赤磐市		42795		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

		OK				13		岡山県岡山市		43040		2,116 kW		36円/kWh				2,116.80		36

		OK				14		北海道上川郡		43070		2,371 kW		40円/kWh				2,371.20		40

		OK				15		北海道阿寒郡		43160		6,026 kW		36円/kWh				6,026.40		36

		OK				16		北海道根室市		43497		1,694 kW		21円/kWh				1,694.00		21

		OK				17		福島県南相馬市		43952		31,839 kW		36円/kWh				31,839.06		36

		OK		開発中		18		高知県四万十市		2021年6月予定		36,950 kW		36円/kWh				36,950.10		36



				アドバンテック資料を基に、本資産運用会社作成

				2019年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資 基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。

				上記各物件のうち未稼働（開発中）のものに係る運転開始年月及び発電出力については、あくまで2019年12月31日現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転開始されず、また、上記の 発電出力による運転が困難となる可能性があります。

												0												調達価格 チョウタツ カカク		パネル出力（kW）

																								40.0		7,796 kW

																								36.0		95,275 kW

																								32.0		0 kW

																								21.0		1,694 kW

																								計 ケイ		104,765 kW

																										104,765.22





超過分配規程

				継続的
利益超過分配金 ケイゾクテキ リエキ チョウカ ブンパイキン		原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。

				一時的
利益超過分配金 イチジテキ		・新投資口発行等の資金調達
・大規模修繕・点検等
・地震・風水害等の自然災害
・火災等の事故
・想定外の天候不順
・出力制御による売電収入の減少
・訴訟和解金の支払
・設備の売却損の発生
・その他の一時的要因
により、1口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、継続的な利益超過分配の分配額と合わせて60％を上限とする。





AD概要

				アドバンテックの概要（2019年12月31日現在）

				社名		株式会社アドバンテック

				設立		34820

				代表者		山名正英、首藤信生

				資本金		4,150万円

				事業内容		・真空配管部品及び真空排気管製造
・半導体向けガス配管及び真空配管製造
・各種機械加工
・半導体製造装置向け部品製造
・半導体製造装置関連部品輸入販売
・半導体向け化成品の製造販売
・テスト用ウェーハ販売
・太陽光関連事業
・測定装置販売

				本店所在地		東京本社

						〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館25F

						愛媛本社

						〒793-0046　愛媛県西条市港293-1

				従業員数		計309名（男218名　女91名）　※グループ会社等含みません

				海外拠点		アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、中国等







他社比較

						2016年		2017年		2017年		2018年		2018年		2019年		2019年

				タカラ		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期

				ALL		¥3,121		¥3,021		¥3,586		¥3,976		¥3,871		¥3,826

				利益 リエキ		¥3,121		¥3,021		¥3,123		¥3,512		¥3,521		¥3,492

				資本払戻 シホン ハラ モド						¥463		¥464		¥350		¥334

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						412		452		566		566

				割合 ワリアイ						13%		12%		8%		8%

				いちご				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ

				ALL				¥2,139				¥4,226				¥3,865

				利益 リエキ				¥869				¥2,046				¥1,680

				資本払戻 シホン ハラ モド				¥1,270				¥2,180				¥2,185

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				326				636				636

				割合 ワリアイ				40%				35%				35%

				ＲＪ						7月期		1月期		7月期		1月期

				ALL						¥476		¥3,258		¥3,249		¥3,272

				利益 リエキ								¥1,913		¥1,917		¥1,753

				一時差異 イチジ サイ						¥476		¥789				¥118

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥556		¥1,332		¥1,401

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ								173		278		406

				割合 ワリアイ								13%		33%		33%

				ＣＳ								6月期 ツキ キ		12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL								¥2,350		¥3,600		¥3,650

				利益 リエキ								¥1,542		¥1,783		¥3,073

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥808		¥1,817		¥577

				減価償却費百万円 ゲンカ ショウキャク ヒ ヒャクマンエン								743		713		813

				割合 ワリアイ								20%		59%		16%

				東京インフラ トウキョウ										12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL										¥651		¥4,203

				利益 リエキ										¥0		¥0

				一時差異 イチジ サイ										¥205		¥3,116

				資本払戻 シホン ハラ モド										¥446		¥1,087

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										89		178

				割合 ワリアイ										22%		28%





役員会



						役員会開催状況 ヤクインカイ カイサイ ジョウキョウ



						2017年 ネン						2018年 ネン

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

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		2				20

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ



						2019年 ネン																合計 ゴウケイ

						1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		1		2		1		1		1		3		1		2		32																44		64

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ









概要





								設立 セツリツ				reserved-43018x1F

								上場日 ジョウジョウ ビ				reserved-43370x1F

								証券コード ショウケン				9285

								所在地 ショザイチ				東京都千代⽥区麹町二丁目3番地　麹町プレイス8階

								役員 ヤクイン				役　職 ヤク ショク		氏　名 シ ナ		主な兼職等 オモ ケンショク トウ

												執行役員 シッコウ ヤクイン		永森　利彦 ナガモリ トシヒコ		東京ｲﾝﾌﾗｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役社長 トウキョウ カブシキガイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

												監督役員 カントク ヤクイン		内藤　加代子 ナイトウ カヨコ		弁護士 ベンゴシ

																弁護士法人大江橋法律事務所 カウンセル ベンゴシ ホウジン オオエバシ ホウリツ ジム ショ

																立命館大学法科大学院 非常勤講師 リツメイカン ダイガク ホウカダイガクイン ヒジョウキン コウシ

																双日株式会社 社外取締役 ソウジツ カブシキ カイシャ シャガイ トリシマリヤク

														丸山　貴生 マルヤマ タカシ ウ		公認会計士 コウニン カイケイ シ

																株式会社鈴鹿 財務経理部長 カブシキガイシャ スズカ ザイム ケイリ ブチョウ

								決算期 ケッサン キ				6月及び12月 ツキ オヨ ツキ

								会計監査人 カイケイ カンサ ニン				太陽有限責任監査法人 タイヨウ ユウゲン セキニン カンサ ホウジン

								投資主名簿等管理人 トウシ ヌシ メイボ トウ カンリニン				三菱UFJ信託銀行株式会社

								資産運用会社 シサン ウンヨウ ガイシャ				東京インフラアセットマネジメント株式会社
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ポートフォリオの分散状況（注1）

新規資産取得前 新規資産取得後

（注1）各施設のパネル出力を基に算出しています。
（注2）「残存調達期間別分散状況」について、「新規資産取得前」は当初取得済資産に係る太陽光発電設備について、「新規資産取得後」は

当初取得済資産及び新規取得資産に係る太陽光発電設備について、2020年9月2日から調達期間満了日までの期間を14日以下は
切捨て、15日以上は切上げて算出しています。

5

※物件取得時点



Ⅱ. ポートフォリオ概要
（2020年12月期末現在）
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取得価格の合計 評価額合計物件数
19,796百万円 11物件 170~208億円

適用出力制御ルール（11物件）
対象外(2物件),30日(8物件),360時間(1物件)

合計パネル出力
45MW

保有資産概要（2020年12月31日現在）

※「発電所評価額」は、PwCサステナビリティ合同会社より取得した、2020年12月31日を価格時点とする各バリュエーションレポートに記載された当該発電所の評価額を記載してい
ます。また、「残存調達期間」は、各太陽光発電設備における2020年12月31日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げで計算しています。

発電設備名称 所在地 取得価格 発電所評価額 パネル出力 調達価格 残存調達期間
（百万円） （百万円） （kW） （円／kW）

1 TI龍ヶ崎太陽光発電所 茨城県龍ヶ崎市 564 521～628 1,456 36 13年4か月

2 TI牛久太陽光発電所 茨城県牛久市 884 806～945 2,284 36 13年10か月

3 TI鹿沼太陽光発電所 栃木県鹿沼市 509 439～538 1,370 36 14年2か月

4 TI矢吹太陽光発電所 福島県西白河郡 5,815 5,325～6,283 12,994 40 14年3か月

5 TI釧路太陽光発電所 北海道釧路郡 752 709～849 1,965 36 15年11か月

6 TI根室太陽光発電所 北海道根室市 932 780～957 2,984 36 15年3か月(2号)
15年6ヶ月(1,3,4,5号)

7 TI新見太陽光発電所 岡山県新見市 412 341～422 1,223 36 15年6か月

8 TI愛南太陽光発電所 愛媛県南宇和郡愛南町 472 405～521 1,310 32 15年7か月

9 TI中標津太陽光発電所 北海道標津郡中標津町 439 362～449 1,223 36 15年10か月

10 TI霧島太陽光発電所 鹿児島県霧島市 8,145 6,690～8,315 17,140 40 16年8か月

11 TI岡山太陽光発電所 岡山県岡山市 872 721～909 2,043 36 17年0か月

合計 19,796 17,099～20,816 45,992
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S-5 TI釧路太陽光発電所

S-4 TI矢吹太陽光発電所

S-3 TI鹿沼太陽光発電所

S-1 TI龍ヶ崎太陽光発電所

S-2 TI牛久太陽光発電所

ポートフォリオマップ（2020年12月31日現在）

S-6 TI根室太陽光発電所

S-9 TI中標津太陽光発電所

S-7 TI新見太陽光発電所

S-11 TI岡山太陽光発電所

S-8 TI愛南太陽光発電所S-10 TI霧島太陽光発電所
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保有資産概要 1
S-4 TI矢吹太陽光発電所

（単位：kWh）
所在地 福島県西白河郡

調達価格 40円/kWh

パネル出力 12,994kW

パネルメーカー REC Peak Energy

パワコン供給者 TMEIC

EPC業者 株式会社竹中工務店

運転開始日 2015年3月25日

買取電気事業者 東北電力株式会社

9


実績

																						PL（決算期） ケッサン キ								1219修正予想 シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		予想差異 ヨソウ サイ

				項目 コウモク				2019年6月期 ネン ツキ キ		2019年12月期 ネン ツキ キ												不動産賃貸収入合計 フドウサン チンタイ シュウニュウ ゴウケイ								368,082,036		363,901,070		▲ 4,180,966

								実績 ジッセキ		2019年12月19日
修正予想 ネン ツキ ニチ シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ		予想比 ヨソウ ヒ						最低保証 サイテイ ホショウ								359,358,625		359,358,636

				営業収益 エイギョウ シュウエキ				467		368		363		▲ 5 		-1.1%						実績連動 ジッセキ レンドウ								8,723,411		4,514,689

						営業費用		284		277		277		＋0 		0.1%						駐車場使用料 チュウシャジョウ シヨウリョウ								27,745

				営業利益 エイギョウ リエキ				183		91		86		▲ 5 		-5.0%						施設使用料 シセツ シヨウ リョウ								220,923,231

				経常利益 ケイジョウ リエキ				143		51		48		▲ 3 		-5.8%						付帯収益 フタイ シュウエキ								0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				143		51		47		▲ 4 		-6.7%						解約違約金 カイヤク イヤクキン								0

				１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン				4,203円		2,195円		2,195円		±0円 エン		0.0%				←今回手入力 コンカイ テ ニュウリョク		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ								27,952,000						営業費用 エイギョウ ヒヨウ

						利益分配金 リエキ ブンパイキン		0円		857円		1,034円		＋177円		20.7%						その他収入 タ シュウニュウ										27,745				予想 ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ

						利益超過（一時差異）（注1） リエキ チョウカ イチジ サイ チュウ		3,116円		251円		0円		▲ 251円		-100.0%						不動産賃貸費用合計 フドウサン チンタイ ヒヨウ ゴウケイ								220,923,231		220,260,056				276,789,350		277,132,718		343,368

						利益超過（資本払戻）（注2） リエキ チョウカ シホン ハラ モド チュウ		1,087円		1,087円		1,161円		＋74円		6.8%								管理費(PM+BM) カンリヒ

																								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ

																								租税公課 ソゼイ コウカ						27,952,000		27,957,000

																								保険料(損害賠償) ホケンリョウ ソンガイ バイショウ						3,663,784		3,644,844

																								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						178,522,830		178,522,835

																								減価償却費(CAPEX) ゲンカ ショウキャク ヒ

																								減価償却費(資産除去債務) ゲンカ ショウキャク ヒ シサンジョキョサイム

																								信託報酬 シンタク ホウシュウ						3,276,348		2,609,678

																								修繕費 シュウゼンヒ						2,501,740		2,501,740

																								その他費用（地代等） タ ヒヨウ チダイ トウ						5,006,529		5,023,959

																						賃貸事業利益 チンタイ ジギョウ リエキ								147,158,805		143,641,014

																						営業費用 エイギョウ ヒヨウ								55,866,119		56,872,662

																								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ						1,600,000		1,600,000

																								資産運用報酬1 シサン ウンヨウ ホウシュウ						14,156,448		15,908,164

																								資産運用報酬2 シサン ウンヨウ ホウシュウ

																								資産保管手数料 シサン ホカン テスウリョウ						630,000		630,000

																								一般事務委託手数料 イッパン ジム イタク テスウ リョウ						11,410,015		11,052,422

																								投資口事務代行手数料（基本料） トウシ グチ ジム ダイコウ テスウリョウ キホン リョウ

																								投資口事務代行手数料（配当支払等） ハイトウ シハライ トウ

																								その他営業費用　合計 タ エイギョウ ヒヨウ						28,069,656		27,682,076

																										会計監査人報酬 カイケイ カンサ ニン ホウシュウ				6,900,000		6,900,000

																										税理士報酬 ゼイリシ ホウシュウ

																										弁護士報酬 ベンゴシ ホウシュウ				9,771,998		6,783,342

																										DO（会社役員賠償責任）保険 カイシャ ヤクイン バイショウ セキニン ホケン				537,422		537,422

																										通信費（運用報告書発送費） ツウシンヒ ウンヨウ ホウコクショ ハッソウ ヒ

																										運用報告作成費 ウンヨウ ホウコク サクセイ ヒ				7,896,800		5,147,300

																										有報作成費 ユウホウ サクセイ ヒ

																										マーケット調査費用（有報使用データ） チョウサ ヒヨウ ユウホウ シヨウ

																										プレスリリース作成費 サクセイ ヒ

																										ウェブサイト修正費 シュウセイ ヒ

																										決算説明会費用作成費 ケッサン セツメイカイ ヒヨウ サクセイ ヒ

																										決算IR関連費用 ケッサン カンレン ヒヨウ

																										上場維持費用 ジョウジョウ イジ ヒヨウ

																										格付継続 カク ヅ ケイゾク

																										継続鑑定 ケイゾク カンテイ						4,500,000

																										銀行支払手数料 ギンコウ シハライ テスウリョウ						1,024,190

																										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				367,794		367,800

																										その他・予備費 タ				2,595,642		2,422,022

																						営業利益 エイギョウ リエキ								91,292,686		86,768,352		▲ 4,524,334

																						NOI

																						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								1,575		1,413,643

																								受取利息 ウケトリ リソク						1,575		1,574

																								雑収入 ザツシュウニュウ								1,412,069

																						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								40,028,974		39,895,638

																								支払利息 シハライ リソク						18,100,156		17,996,246

																								長期前払費用償却 チョウキ マエバラ ヒヨウ ショウキャク						5,766,775		5,737,349

																								繰延資産償却 クリノベ シサン ショウキャク				創立費償却 ソウリツ ヒ ショウキャク		5,026,380		5,026,380

																												投資口公開関連費用 トウシ グチ コウカイ カンレン ヒヨウ		10,300,644		10,300,644

																								AGTフィー/その他 タ						835,019		835,019

																						経常利益 ケイジョウ リエキ								51,265,287		48,286,357		▲ 2,978,930

																								特別利益 トクベツ リエキ						249,244

																								特別損失 トクベツ ソンシツ

																						税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								51,514,531		48,286,357

																						法人税、住民税、事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ ジギョウゼイ								500,000		689,419

																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								51,014,531		47,596,938		▲ 3,417,593

																						前期繰越損益 ゼンキ クリコシ ソンエキ								152,921,407		152,921,407

																						当期未処分利益 トウキ ミショブン リエキ								203,935,938		200,518,345

																						金利スワップ評価損益 キンリ ヒョウカ ソンエキ								▲ 164,463,676		▲ 147,418,864

																						投信法の利益 トウシンホウ リエキ								39,472,262		53,099,481

																						一次差異等調整引当金を除く前期り越利益 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ノゾ ゼンキ コ リエキ								25,888		25,888

																						一次差異等調整引当金の上限 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ジョウゲン								11,594,045		0

																						発行済投資口数　 ハッコウ ズ トウシ グチ スウ								46,039		46,039

																						発行済投資口数 （割当増資有） ハッコウ ズ トウシ グチ スウ ワリアテゾウシ アリ								46,039		46,039

																						分配金総額（利益分配金） ブンパイキン ソウガク リエキ ブンパイキン								39,455,423.0		47,604,326.0

																						利益超過分配総額（一時差異） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク イチジ サイ								11,555,789.0		0.0

																						利益超過分配総額（資本払戻） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク シホン ハラ モド								50,044,393.0		53,451,279.0

																						利益超過分配率 リエキ チョウカ ブンパイ リツ								28.00%		29.90%

																						分配金総額 ブンパイキン ソウガク								101,055,605.0		101,055,605.0

																						1口当たり分配金（利益超過含まない） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益超過含む） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益分配） クチ ア ブンパイキン リエキ ブンパイ								857.0		1,034.0

																						1口当たり分配金（一時差異） クチ ア ブンパイキン イチジ サイ								251.0		0.0

																						1口当たり分配額（資本払戻） クチ ア ブンパイ ガク シホン ハラ モド								1,087.0		1,161.0

																						利益超過小計 リエキ チョウカ ショウケイ								1,338.0		1,161.0

																						DPU合計 ゴウケイ								2,195.0		2,195.0





分配金の内訳

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						143		152		143		0

						9				178		143

												50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	143	152	143	0	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	9	178	143	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円
により利益なし

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



予想





						項目 コウモク						2020年6月期 ネン ツキ キ		2020年12月期 ネン ツキ キ		2021年6月期 ネン ツキ キ

												予想 ヨソウ		予想 ヨソウ		予想 ヨソウ

						営業収益 エイギョウ シュウエキ				百万円 ヒャクマンエン		440		400		441

						内、最低保証賃料 ウチ サイテイ ホショウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		388		357		387

						内、実績連動賃料Ⅰ ウチ ジッセキ レンドウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		51		43		53

								営業費用		百万円 ヒャクマンエン		272		278		283

						営業利益 エイギョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		168		122		158

								営業外費用		百万円 ヒャクマンエン		38		37		49

						経常利益 ケイジョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		130		84		108

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				百万円 ヒャクマンエン		129		83		107

						１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン						3,895円		2,898円		3,425円

								利益分配金 リエキ ブンパイキン				2,810円		1,813円		2,340円

								利益超過（一時差異） リエキ チョウカ イチジ サイ		（注2） チュウ		0円		0円		0円

								利益超過（資本払戻） リエキ チョウカ シホン ハラ モド		（注3） チュウ		1,085円		1,085円		1,085円







分配金総額

										仮 カリ

						予想 ヨソウ



										2020年6月期		2020年12月期		2021年6月期

										予想		予想		予想

						A. 当期純利益（予想）		百万円 ヒャクマン エン		129 		83 		83 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		164 		164 		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		293 		247 		235 

						D. 金利スワップ評価損益		百万円 ヒャクマン エン		△ 164 		△ 164 		△ 164 

						投信法上の利益（C+D）		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－		－		11 

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		50 		50 		50 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		179 		133 		132 





						実績 ジッセキ



										2019年12月期

										実績 ジッセキ

						A. 当期純利益		百万円 ヒャクマン エン		47 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		200 

						D. 一時差異等調整引当額 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ ガク		百万円 ヒャクマン エン		152 

						利益分配金原資 (C-D) リエキ ブンパイキン ゲンシ		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		53 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		101 







分配金の内訳 (2)

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク										分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						83		71		83		71										71

						152		164		178		11										11

												50										50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	83	71	83	71	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	152	164	178	11	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



スペック



						所在地 ショザイチ		茨城県龍ヶ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ

		龍 リュウ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,456kW								所在地 ショザイチ

						パネルメーカー		REC Peak Energy								買取価格 カイトリ カカク

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"4"月"28"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ

		牛久 ウシク				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		2,284kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"10"月"30"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		栃木県鹿沼市 トチギ ケン カヌマ シ

		鹿沼 カヌマ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,370kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		安川電機株式会社 ヤスカワ デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"2"月"26"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン

		矢吹 ヤブキ				調達価格 チョウタツ カカク		40円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		12,994kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		TMEIC

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社竹中工務店 カブシキガイシャ タケナカ コウムテン

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"3"月"25"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東北電力株式会社 トウホク デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン

		釧路 クシロ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,965kW

						パネルメーカー		Jinko Solar

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社クールトレード カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2016"年"12"月"2"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		北海道電力株式会社 ホッカイドウ デンリョク カブシキガイシャ

















資産サマリ



						発電設備名称		所在地		取得価格		発電所評価額		パネル出力		調達価格 チョウタツ		残存調達期間

										（百万円）		（百万円）		（kW）		（円／kW）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ヶ崎市		564		549～677		1,456		36		14年4か月

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市		884		842～1,010		2,284		36		14年10か月

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市		509		465～584		1,370		36		15年2か月

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡		5,815		5,551～6,714		12,994		40		15年3か月

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡		752		736～903		1,965		36		16年11か月

						合計				8,524		8,143～9,888		20,072

												PwC評価		下限		上限

												龍ヶ崎		549		677

												牛久		842		1,010

												鹿沼		465		584

												矢吹		5,551		6,714

												釧路		736		903

												0		8,143		9,888

														仲値 ナカネ		9,015.5





発電量

																																				前期 ゼンキ		6/30/19

								7月 ツキ				8月 ツキ				9月 ツキ				10月 ツキ				11月 ツキ				12月 ツキ								当期 トウキ		12/31/19

						発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値								日数 ニッスウ		184

						（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)				自動計算 ジドウ ケイサン

						(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)				合計 ゴウケイ						パネル出力kWh シュツリョク		設備利用率 セツビ リヨウリツ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		167,941

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
月次発電実績プレス
値貼り付け		134,390		176,966		169,720		138,447		139,880		124,940		109,890		104,392		116,250		111,268		94,260				823,954		764,390				1,456.00		11.9%

				TI牛久太陽光発電所		264,890		209,790		279,125		272,300		218,589		227,760		197,265		168,800		164,641		185,410		176,221		148,680				1,300,731		1,212,740				2,284.80		12.0%

				TI鹿沼太陽光発電所		140,555		107,038		158,915		141,350		133,956		115,160		125,390		92,523		109,182		100,796		115,647		82,931				783,645		639,798				1,370.88		10.6%

				TI矢吹太陽光発電所		1,376,547		1,191,500		1,550,629		1,420,600		1,298,151		1,268,000		1,228,731		944,100		987,607		944,000		906,309		738,400				7,347,974		6,506,600				12,994.80		11.3%

				TI釧路太陽光発電所		185,475		191,890		191,960		175,790		180,866		224,910		192,552		181,610		168,851		210,790		159,049		162,170				1,078,753		1,147,160				1,965.60		13.2%

				合計		2,135,409		1,834,608		2,357,594		2,179,760		1,970,010		1,975,710		1,868,878		1,496,923		1,534,673		1,557,246		1,468,493		1,226,441				11,335,057		10,270,688		下表参照値 カヒョウ サンショウ チ		20,072.08

																																11,335,057		10,270,688		タテ計 ケイ

				実績発電量/予想発電量 ジッセキ ハツデン リョウ ヨソウ ハツデン リョウ

						2019年
7月 ネン ツキ		2019年
8月 ネン ツキ		2019年
9月 ネン ツキ		2019年
10月 ネン ツキ		2019年
11月 ネン ツキ		2019年
12月 ネン ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ								

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
6月度/12月度のプレス
を値貼り付け
		物件数		パネル出力		発電量予測値		発電量実績値		差異

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		80.0%		95.9%		101.0%		88.0%		111.4%		84.7%		92.8%												（kW）		（kWh）（注1）		(kWh)（注2）		(kWh)

				TI牛久太陽光発電所		79.2%		97.6%		104.2%		85.6%		112.6%		84.4%		93.2%														(A)		(B)		(B)-(A)

				TI鹿沼太陽光発電所		76.2%		88.9%		86.0%		73.8%		92.3%		71.7%		81.6%								43647		5		20,072.08		2,135,409		1,834,608		-300,801

				TI矢吹太陽光発電所		86.6%		91.6%		97.7%		76.8%		95.6%		81.5%		88.5%								43678		5		20,072.08		2,357,594		2,179,760		-177,834

				TI釧路太陽光発電所		103.5%		91.6%		124.4%		94.3%		124.8%		102.0%		106.3%								43709		5		20,072.08		1,970,010		1,975,710		5,700

				合計		85.9%		92.5%		100.3%		80.1%		101.5%		83.5%		90.6%								43739		5		20,072.08		1,868,878		1,496,923		-371,955

																										43770		5		20,072.08		1,534,673		1,557,246		22,573

				合計予想発電量（kWh） ゴウケイ ヨソウ ハツデン リョウ		2,135,409		2,357,594		1,970,010		1,868,878		1,534,673		1,468,493		11,335,057								43800		5		20,072.08		1,468,493		1,226,441		-242,051

				合計実績発電量（kWh） ゴウケイ ジッセキ ハツデン リョウ		1,834,608		2,179,760		1,975,710		1,496,923		1,557,246		1,226,441		10,270,688								合計		－		－		11,335,057		10,270,688		-1,064,368

				差異 サイ		▲ 300,801		▲ 177,834		＋5,700		▲ 371,955		＋22,573		▲ 242,052		▲ 1,064,368

																値張り↑ アタイ バ		値張り↑ アタイ バ

						値貼り付け アタイ ハ ツ												値参照 アタイ サンショウ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		127,351		123,953		157,882		171,752		188,495		154,741		167,941		176,966		138,447		124,940		104,392		111,268		823,954		2,572,082

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		147,340		110,180		164,880		184,050		203,830		135,230		134,390		169,720		139,880		109,890		116,250		94,260		764,390		2,474,290

				TI牛久太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.2%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		201,687		195,310		247,754		269,518		297,308		244,070		264,890		279,125		218,589		197,265		164,641		176,221		1,300,731		4,057,109

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		234,940		175,100		256,270		287,960		326,070		224,220		209,790		272,300		227,760		168,800		185,410		148,680		1,212,740		3,930,040

				TI鹿沼太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.9%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		136,888		132,506		161,104		161,025		165,519		139,496		140,555		158,915		133,956		125,390		109,182		115,647		783,645		2,463,828

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		123,380		116,081		145,409		167,462		175,535		129,140		107,038		141,350		115,160		92,523		100,796		82,931		639,798		2,136,603

				TI矢吹太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				86.7%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		955,140		1,029,876		1,446,830		1,553,657		1,718,041		1,493,396		1,376,547		1,550,629		1,298,151		1,228,731		987,607		906,309		7,347,974		22,892,888

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		926,500		1,091,317		1,566,300		1,705,000		1,955,600		1,381,200		1,191,500		1,420,600		1,268,000		944,100		944,000		738,400		6,506,600		21,639,117

				TI釧路太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				94.5%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		177,640		196,039		238,326		232,995		225,209		188,520		185,475		191,960		180,866		192,552		168,851		159,049		1,078,753		3,416,235

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		200,110		204,340		237,450		258,230		262,130		221,730		191,890		175,790		224,910		181,610		210,790		162,170		1,147,160		3,678,310

																																107.7%



TI龍ヶ崎太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	127351	123953	157882	171752	188495	154741	167941	176966	138447	124940	104392	111268	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	147340	110180	164880	184050	203830	135230	134390	169720	139880	109890	116250	94260	







TI牛久太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	201687	195310	247754	269518	297308	244070	264890	279125	218589	197265	164641	176221	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	234940	175100	256270	287960	326070	224220	209790	272300	227760	168800	185410	148680	







TI鹿沼太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	136888	132506	161104	161025	165519	139496	140555	158915	133956	125390	109182	115647	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	123380	116081	145409	167462	175535	129140	107038	141350	115160	92523	100796	82931	







TI矢吹太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	955140	1029876	1446830	1553657	1718041	1493396	1376547	1550629	1298151	1228731	987607	906309	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	926500	1091317	1566300	1705000	1955600	1381200	1191500	1420600	1268000	944100	944000	738400	







TI釧路太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	177640	196039	238326	232995	225209	188520	185475	191960	180866	192552	168851	159049	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	200110	204340	237450	258230	262130	221730	191890	175790	224910	181610	210790	162170	









運用開始来実績

				期 キ		年月 ネンゲツ		発電量予測値		発電量実績値		差異 サイ		月次達成率 ゲツジ タッセイリツ		期中達成率 キチュウ タッセイリツ				期別合計 キ ベツ ゴウケイ		期別合計 キ ベツ ゴウケイ

								（kWh）		（kWh）		（kWh）								発電量予測値		発電量実績値

								A		B		B-A		B/A×100

				第2期 ダイ キ		2018年10月 ネン ツキ		1,880,341		1,746,599		▲ 133,742		92.9%		96.1%

						2018年11月 ネン ツキ		1,544,069		1,663,093		119,024		107.7%

						2018年12月 ネン ツキ		1,477,445		1,299,011		▲ 178,434		87.9%						4,901,855		4,708,703

				第3期 ダイ キ		2019年1月 ネン		1,598,707		1,632,270		33,563		102.1%		104.6%

						2019年2月 ネン		1,677,684		1,697,017		19,333		101.2%

						2019年3月 ネン		2,251,896		2,370,309		118,413		105.3%

						2019年4月 ネン		2,388,948		2,602,702		213,754		108.9%

						2019年5月 ネン		2,594,572		2,923,165		328,593		112.7%

						2019年6月 ネン		2,220,224		2,091,520		▲ 128,704		94.2%						12,732,031		13,316,983

				第4期 ダイ キ		2019年7月 ネン		2,135,409		1,834,608		▲ 300,801		85.9%		90.6%

						2019年8月 ネン		2,357,594		2,179,760		▲ 177,834		92.5%

						2019年9月 ネン		1,970,010		1,975,710		5,700		100.3%

						2019年10月 ネン		1,868,878		1,496,923		▲ 371,955		80.1%

						2019年11月 ネン		1,534,673		1,557,246		22,573		101.5%

						2019年12月 ネン		1,468,493		1,226,441		▲ 242,051		83.5%						11,335,057		10,270,688

				合計 ゴウケイ				28,968,943		28,296,374		▲ 672,569		97.7%		－





分散状況

						物件名称 ブッケン メイショウ		所在地 ショザイチ		取得価格 シュトク カカク		期末評価価値 キマツ ヒョウカ カチ				調達価格 チョウタツ カカク		残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン		買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ

										（百万円）		（百万円）		比率 ヒリツ		（円/kWh）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ケ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ		564		613		6.8%		36		14年4ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ		884		926		10.3%		36		14年10ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市 トチギケン カヌマシ		509		524		5.8%		36		15年2ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン		5,815		6,132		68.0%		40		15年3ヶ月 ネン ツキ		東北電力 トウホク デンリョク

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン		752		819		9.1%		36		16年11ヶ月 ネン ツキ		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク

								合計 ゴウケイ		8,524		9,016		100.0%		－		－		－



				時点 ジテン		12/31/19		PwC評価 ヒョウカ		下限 カゲン		上限 ジョウゲン		中間（切捨） チュウカン キリス								地域分散 チイキ ブンサン

								龍ヶ崎 リュウガサキ		549.0		677.0		613.0		6.8%						北海道地方 ホッカイドウ チホウ		752		8.8%

								牛久 ウシク		842.0		1,010.0		926.0		10.3%						東北地方 トウホク チホウ		5,815		68.2%

								鹿沼 カヌマ		465.0		584.0		524.5		5.8%						関東地方 カントウ チホウ		1,957		23.0%

								矢吹 ヤブキ		5,551.0		6,714.0		6,132.5		68.0%								8,524

								釧路 クシロ		736.0		903.0		819.5		9.1%

										8,143.0		9,888.0		9,015.5		100.0%						残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン

																						15年以上 ネンイジョウ		7,076		83.0%

																						15年未満 ネン ミマン		1,448		17.0%

																								8,524

																						買取電気事業者別分散 カイトリ デンキ ジギョウシャ ベツ ブンサン

																						東京電力
エナジーパートナー トウキョウ デンリョク		1,957		23.0%

																						東北電力 トウホク デンリョク		5,815		68.2%

																						北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		752		8.8%

																								8,524



地域分散状況（取得価格ベース）





北海道地方	東北地方	関東地方	8.8221492257156267E-2	0.68219145940872827	0.22958704833411545	



残存調達期間状況（取得価格ベース）







15年以上	15年未満	0.83012670107930553	0.1698732989206945	



買取電気事業者別分散状況

（取得価格ベース）







東京電力	
エナジーパートナー	東北電力	北海道電力	0.22958704833411545	0.68219145940872827	8.8221492257156267E-2	





投資口価格

														Y!ファィナンス

								1～20件/97件中

								日付		始値		高値		安値		終値		出来高

								2018/9/27		92,600		92,900		91,700		92,300		3,469

								2018/9/28		92,500		94,900		92,500		92,600		819

								2018/10/1		93,600		94,200		93,100		93,100		180

								2018/10/2		93,700		94,300		93,200		93,800		136

								2018/10/3		93,800		94,500		93,500		93,600		209

								2018/10/4		93,500		93,600		93,000		93,000		351

								2018/10/5		93,000		93,300		92,800		93,100		246

								2018/10/9		93,600		93,600		92,900		93,000		104

								2018/10/10		93,000		93,400		92,800		93,000		175

								2018/10/11		92,500		92,800		91,500		91,800		853

								2018/10/12		91,800		92,100		91,700		91,700		511

								2018/10/15		92,000		93,000		92,000		92,200		277

								2018/10/16		92,000		92,600		92,000		92,100		383

								2018/10/17		92,600		92,900		91,400		91,600		458

								2018/10/18		91,600		92,200		91,400		91,500		368

								2018/10/19		92,300		92,300		91,100		91,800		347

								2018/10/22		92,100		92,100		91,300		91,500		113

								2018/10/23		91,700		92,000		91,300		91,300		152

								2018/10/24		91,400		92,100		91,400		92,000		204

								2018/10/25		91,300		91,600		91,000		91,000		504

								2018/10/26		91,100		91,300		90,600		90,900		331

								2018/10/29		91,000		91,000		90,000		90,000		197

								2018/10/30		89,100		90,100		88,300		88,300		702

								2018/10/31		88,500		88,800		88,100		88,100		376

								2018/11/1		88,300		88,600		88,000		88,000		242

								2018/11/2		88,300		88,600		88,200		88,600		144

								2018/11/5		89,300		89,300		88,400		88,900		158

								2018/11/6		90,200		90,200		88,400		88,600		329

								2018/11/7		88,600		89,000		88,300		88,300		132

								2018/11/8		88,400		88,600		88,300		88,400		230

								2018/11/9		88,300		88,300		88,100		88,100		423

								2018/11/12		88,200		88,500		88,100		88,200		96

								2018/11/13		88,200		88,300		87,900		88,100		255

								2018/11/14		88,000		88,300		88,000		88,000		162

								2018/11/15		88,200		88,300		88,100		88,300		54

								2018/11/16		88,200		88,400		88,000		88,000		79

								2018/11/19		88,000		88,300		88,000		88,100		116

								2018/11/20		88,300		88,500		88,200		88,300		87

								2018/11/21		88,000		88,100		87,700		87,700		285

								2018/11/22		87,700		87,700		87,100		87,100		363

								2018/11/26		87,000		87,000		85,700		85,700		619

								2018/11/27		85,700		86,000		85,300		85,600		443

								2018/11/28		85,600		87,100		85,600		86,100		589

								2018/11/29		87,900		87,900		86,100		86,500		242

								2018/11/30		86,500		86,500		85,500		85,800		493

								2018/12/3		85,900		86,000		85,200		85,200		579

								2018/12/4		85,300		85,400		85,100		85,200		358

								2018/12/5		85,200		85,500		84,700		84,700		562

								2018/12/6		84,600		84,700		84,300		84,300		465

								2018/12/7		84,300		84,400		84,000		84,300		413

								2018/12/10		84,400		84,400		83,900		84,100		272

								2018/12/11		83,800		83,900		82,400		82,400		1,044

								2018/12/12		82,900		83,200		82,800		83,000		428

								2018/12/13		83,200		84,300		83,200		84,200		166

								2018/12/14		84,100		84,500		83,600		84,000		171

								2018/12/17		84,500		86,000		84,100		85,700		247

								2018/12/18		85,200		85,800		84,700		84,700		266

								2018/12/19		84,600		84,900		84,300		84,300		217

								2018/12/20		84,300		84,500		83,100		83,700		496

								2018/12/21		83,400		83,400		82,500		82,700		717

								2018/12/25		82,000		82,400		81,500		82,300		1,234

								2018/12/26		82,300		83,800		82,000		82,400		421

								2018/12/27		83,700		84,000		83,300		84,000		338

								2018/12/28		83,900		83,900		83,400		83,700		71

								2019/1/4		84,000		84,500		83,700		84,400		123

								2019/1/7		85,000		86,300		84,600		84,700		234

								2019/1/8		86,200		86,300		85,900		86,100		152

								2019/1/9		86,200		86,400		86,000		86,200		188

								2019/1/10		86,700		86,700		86,000		86,200		120

								2019/1/11		86,200		86,700		86,200		86,200		146

								2019/1/15		86,900		87,000		86,300		86,900		137

								2019/1/16		87,000		87,000		86,300		86,900		271

								2019/1/17		87,000		87,000		86,200		87,000		217

								2019/1/18		86,800		87,000		86,500		86,600		144

								2019/1/21		87,100		87,100		86,600		87,000		146

								2019/1/22		87,100		87,100		86,800		86,800		69

								2019/1/23		86,700		87,300		86,700		87,000		128

								2019/1/24		87,300		87,300		86,600		86,800		131

								2019/1/25		87,300		87,500		86,800		87,000		129

								2019/1/28		87,000		88,000		87,000		87,900		158

								2019/1/29		88,100		88,400		87,900		88,400		119

								2019/1/30		88,200		88,800		88,000		88,300		285

								2019/1/31		88,600		88,700		88,400		88,700		165

								2019/2/1		88,500		88,700		88,500		88,600		46

								2019/2/4		88,800		88,900		88,600		88,800		76

								2019/2/5		88,800		88,800		88,400		88,600		104

								2019/2/6		88,700		88,700		88,500		88,600		44

								2019/2/7		88,700		88,700		87,600		88,400		156

								2019/2/8		88,100		88,600		87,100		87,700		179

								2019/2/12		87,700		88,400		87,000		87,800		96

								2019/2/13		87,700		88,400		87,000		87,600		148

								2019/2/14		87,600		87,600		86,500		86,600		173

								2019/2/15		86,400		87,700		86,100		86,300		248

								2019/2/18		86,000		86,600		85,900		85,900		414

								2019/2/19		86,200		86,900		86,000		86,400		174

								2019/2/20		86,400		86,800		86,000		86,600		44

								2019/2/21		86,700		86,800		85,900		86,200		291

								2019/2/22		86,200		86,400		85,900		86,200		80

								2019/2/25		87,800		90,800		87,600		88,700		1,709

								2019/2/26		89,100		90,300		89,100		90,200		417

								2019/2/27		90,600		91,500		90,400		90,800		380

								2019/2/28		91,300		91,500		90,000		90,300		770

								2019/3/1		91,000		91,000		89,900		90,100		142

								2019/3/4		91000		91000		90500		90,800		84

								2019/3/5		90500		90900		90300		90,500		106

								2019/3/6		90500		90700		90000		90,400		90

								2019/3/7		90100		90900		90100		90,600		59

								2019/3/8		90700		90900		90300		90,600		66

								2019/3/11		90600		90800		90400		90,800		47

								2019/3/12		90800		91000		90600		90,900		49

								2019/3/13		91000		91000		90600		91,000		147

								2019/3/14		91000		91700		91000		91,700		76

								2019/3/15		91200		91900		91200		91,900		77

								2019/3/18		92000		93100		92000		92,800		145

								2019/3/19		93000		94100		93000		93,400		206

								2019/3/20		94000		94500		93700		94,500		105

								2019/3/22		95000		95600		95000		95,500		164

								2019/3/25		97000		97200		96200		96,600		296

								2019/3/26		96900		96900		96000		96,700		319

								2019/3/27		96900		96900		96100		96,500		321

								2019/3/28		96800		96800		96200		96,800		305

								2019/3/29		96900		97100		96500		97,100		397

								2019/4/1		97200		97200		96600		96,600		284

								2019/4/2		96700		97000		96000		96,000		247

								2019/4/3		96900		97000		96400		97,000		115

								2019/4/4		96500		97000		96300		96,300		272

								2019/4/5		96600		96900		96300		96,900		55

								2019/4/8		96900		97000		96600		97,000		189

								2019/4/9		96900		96900		96400		96,600		225

								2019/4/10		97000		97000		96000		96,300		304

								2019/4/11		96600		96600		96100		96,300		151

								2019/4/12		96500		96500		96000		96,100		254

								2019/4/15		96100		96400		95900		96,300		94

								2019/4/16		96600		96700		96400		96,600		79

								2019/4/17		96600		96800		96500		96,800		217

								2019/4/18		96600		96800		96100		96,200		210

								2019/4/19		96300		96600		96300		96,300		55

								2019/4/22		96900		96900		96300		96,500		168

								2019/4/23		96800		96900		96000		96,900		297

								2019/4/24		96900		96900		96300		96,900		161

								2019/4/25		96900		97000		96700		96,900		134

								2019/4/26		97000		97100		96700		97,100		247

								2019/5/7		97200		97400		96400		97,300		185

								2019/5/8		97000		97100		96600		97,000		244

								2019/5/9		97000		97500		96800		97,100		117

								2019/5/10		96800		97100		96800		96,800		222

								2019/5/13		97100		97300		96800		97,100		204

								2019/5/14		97100		97100		96500		97,000		316

								2019/5/15		96900		97100		96900		96,900		117

								2019/5/16		97300		97300		97000		97,000		108

								2019/5/17		97300		97500		97200		97,200		159

								2019/5/20		97500		97600		97100		97,600		196

								2019/5/21		97600		98000		97200		98,000		250

								2019/5/22		98300		98300		97500		97,800		263

								2019/5/23		97900		98000		97500		97,800		257

								2019/5/24		97800		98200		97800		98,200		151

								2019/5/27		98400		98700		98000		98,300		247

								2019/5/28		98500		98700		98200		98,600		278

								2019/5/29		98600		98900		98500		98,700		351

								2019/5/30		98800		99300		98700		99,000		440

								2019/5/31		99100		99300		98400		98,400		476

								2019/6/3		98400		98900		98100		98,400		145

								2019/6/4		98200		98700		98200		98,500		154

								2019/6/5		98400		98900		98300		98,400		269

								2019/6/6		98400		98900		98400		98,900		117

								2019/6/7		98600		99100		98600		99,100		247

								2019/6/10		99300		99600		99100		99,300		546

								2019/6/11		99500		99600		99100		99,200		298

								2019/6/12		99300		99700		99300		99,600		345

								2019/6/13		99000		99300		98000		98,600		979

								2019/6/14		99000		99300		98900		99,000		322

								2019/6/17		99400		99500		99000		99,400		262

								2019/6/18		99700		99700		99200		99,500		456

								2019/6/19		99600		99600		99200		99,600		370

								2019/6/20		99300		99600		99200		99,600		370

								2019/6/21		99500		99600		99400		99,600		449

								2019/6/24		99500		100000		99300		99,800		470

								2019/6/25		99500		100000		99400		99,400		457

								2019/6/26		96000		97000		95900		96,300		921

								2019/6/27		96900		97200		96500		96,900		295

								2019/6/28		98000		98000		96600		96,800		368

								2019/7/1		96900		97400		96900		97,200		179

								2019/7/2		97600		97600		97200		97,500		261

								2019/7/3		97800		98100		97200		97,300		187

								2019/7/4		97600		97600		97000		97,400		350

								2019/7/5		97500		97600		97200		97,500		186

								2019/7/8		97200		97900		97200		97,900		160

								2019/7/9		97900		97900		97500		97,800		84

								2019/7/10		97900		98200		97500		97,500		234

								2019/7/11		98000		98100		97700		98,100		40

								2019/7/12		97700		98000		97600		98,000		121

								2019/7/16		98200		98200		97800		97,900		181

								2019/7/17		97700		97900		97600		97,900		89

								2019/7/18		97900		97900		97200		97,200		205

								2019/7/19		97200		97900		97200		97,300		63

								2019/7/22		97800		97800		97300		97,400		77

								2019/7/23		97300		97500		97200		97,400		84

								2019/7/24		97200		97600		97200		97,500		60

								2019/7/25		97500		97800		97500		97,800		105

								2019/7/26		97500		98000		97500		98,000		183

								2019/7/29		98000		98100		97400		97,800		175

								2019/7/30		97600		98000		97400		97,700		125

								2019/7/31		97700		97900		97600		97,800		58

								2019/8/1		97900		98200		97600		98,000		173

								2019/8/2		98000		98000		97600		97,900		73

								2019/8/5		97900		98200		97400		97,500		285

								2019/8/6		97500		98000		97100		97,700		139

								2019/8/7		98100		98100		97100		97,400		171

								2019/8/8		97300		97900		97200		97,400		123

								2019/8/9		97700		97900		97400		97,700		38

								2019/8/13		97700		97800		97600		97,800		49

								2019/8/14		97600		97900		97300		97,500		140

								2019/8/15		97800		97900		97100		97,300		172

								2019/8/16		97800		97900		97400		97,600		116

								2019/8/19		97900		98000		97500		97,800		204

								2019/8/20		98000		98100		97800		98,000		103

								2019/8/21		98000		98500		98000		98,400		225

								2019/8/22		98400		98400		97700		97,900		268

								2019/8/23		97700		98000		97300		97,600		275

								2019/8/26		97300		97500		96500		96,700		645

								2019/8/27		97100		97300		96900		97,200		71

								2019/8/28		97000		97100		96500		96,800		274

								2019/8/29		96800		96800		96400		96,500		209

								2019/8/30		96800		96800		96400		96,500		152

								2019/9/2		96600		96900		96600		96,700		108

								2019/9/3		97200		98300		96900		98,000		360

								2019/9/4		98000		100200		98000		99,000		470

								2019/9/5		99000		100200		98700		99,600		516

								2019/9/6		99500		100000		99300		100,000		148

								2019/9/9		99800		100000		99600		99,900		218

								2019/9/10		99900		100500		99600		100,000		349

								2019/9/11		100200		100500		99200		99,300		261

								2019/9/12		99400		100000		98800		99,700		308

								2019/9/13		99700		100500		99600		99,900		440

								2019/9/17		100200		100200		100000		100,200		172

								2019/9/18		100200		100400		99900		99,900		322

								2019/9/19		100300		100300		100000		100,300		228

								2019/9/20		100400		100500		100100		100,400		401

								2019/9/24		100300		101000		100300		100,800		279

								2019/9/25		101100		102000		100800		102,000		310

								2019/9/26		102000		103500		102000		103,400		292

								2019/9/27		103400		104300		103100		103,700		232

								2019/9/30		103700		104800		102400		103,000		259

								2019/10/1		103500		104000		102600		103,500		215

								2019/10/2		104000		104400		103500		103,900		142

								2019/10/3		103900		104700		103800		104,700		86

								2019/10/4		104700		107100		104700		105,900		376

								2019/10/7		107100		108100		106500		108,000		342

								2019/10/8		108100		109000		108000		108,900		441

								2019/10/9		108300		110200		108200		109,900		456

								2019/10/10		110400		111100		109700		109,900		444

								2019/10/11		109700		110000		108500		108,600		773

								2019/10/15		107500		110700		107500		108,100		401

								2019/10/16		107900		109700		107900		108,700		311

								2019/10/17		108700		109400		108000		108,500		159

								2019/10/18		109000		109000		107900		108,300		187

								2019/10/21		108400		109000		108400		109,000		109

								2019/10/23		109700		110800		109500		110,000		326

								2019/10/24		110200		110900		109600		110,600		120

								2019/10/25		111000		111100		109700		110,200		370

								2019/10/28		110300		111400		110300		111,000		189

								2019/10/29		111400		112200		111400		112,100		334

								2019/10/30		112500		112900		111500		112,100		327

								2019/10/31		113500		114000		112100		113,600		431

								2019/11/1		114600		116000		114500		115,900		277

								2019/11/5		118100		120000		117600		118,700		566

								2019/11/6		119900		120800		114600		116,300		732

								2019/11/7		113200		114800		110600		111,000		1018

								2019/11/8		111000		111700		105000		105,600		1695

								2019/11/11		104300		109500		103400		108,300		712

								2019/11/12		112000		112700		109500		109,600		420

								2019/11/13		108300		108800		106600		108,400		312

								2019/11/14		107200		110400		107000		110,000		241

								2019/11/15		111400		112700		110500		110,600		312

								2019/11/18		111600		112300		110700		112,200		214

								2019/11/19		113200		114900		112500		114,700		480

								2019/11/20		114800		114900		112300		113,700		315

								2019/11/21		113300		113500		111800		112,400		219

								2019/11/22		113100		113300		111600		112,000		181

								2019/11/25		112400		113000		111700		111,700		156

								2019/11/26		111800		113700		111800		113,300		172

								2019/11/27		113300		113300		112100		113,100		166

								2019/11/28		113100		114500		112900		113,400		222

								2019/11/29		113800		113900		112200		112,400		186

								2019/12/2		112800		113100		110700		111,100		489

								2019/12/3		111000		114000		110900		113,200		425

								2019/12/4		113000		113800		112700		113,600		112

								2019/12/5		113900		114000		112700		113,600		278

								2019/12/6		113800		113900		113500		113,800		155

								2019/12/9		113800		113900		113000		113,500		227

								2019/12/10		113100		114100		113100		113,900		382

								2019/12/11		113900		114300		113300		113,800		96

								2019/12/12		113400		114100		113400		114,000		154

								2019/12/13		114100		114100		112800		112,900		405

								2019/12/16		112800		113400		112800		113,400		48

								2019/12/17		113400		114000		113100		113,300		256

								2019/12/18		113500		113500		112800		113,200		360

								2019/12/19		113200		113400		113200		113,200		196

								2019/12/20		111600		111700		110000		110,300		1103

								2019/12/23		106400		106400		103200		103,900		2495

								2019/12/24		103000		104500		103000		103,200		737

								2019/12/25		103900		104200		103500		104,100		327

								2019/12/26		104000		105600		103500		103,800		700

								2019/12/27		102600		104200		102600		103,800		344

								2019/12/30		104100		104500		103800		103,900		238

								2020/1/6		104600		104600		103700		104,000		377

								2020/1/7		105100		105100		104500		105,000		154

								2020/1/8		105100		107000		105100		105,500		468

								2020/1/9		107200		107200		105600		106,500		110

								2020/1/10		107200		108800		106700		107,700		180

								2020/1/14		107700		108300		106700		107,800		364

								2020/1/15		108400		108700		108000		108,000		169

								2020/1/16		110000		110000		108100		108,800		145

								2020/1/17		108800		108900		108200		108,700		317

								2020/1/20		108700		108700		108300		108,300		104

								2020/1/21		108300		109000		108300		108,600		144

								2020/1/22		108600		108700		108500		108,600		67

								2020/1/23		108300		108500		108000		108,000		113

								2020/1/24		107700		107700		105400		106,000		344

								2020/1/27		106300		106400		102100		102,100		488

								2020/1/28		103300		105600		102700		104,800		316

								2020/1/29		105000		105500		104900		105,000		117

								2020/1/30		105400		105400		104400		104,400		74

								2020/1/31		104400		104900		104400		104,900		167

								2020/2/3		103500		103600		102400		103,400		259

								2020/2/4		103500		104000		103400		103,900		249

								2020/2/5		104000		104000		103000		103,300		195

								2020/2/6		103500		103700		103300		103,700		257

								2020/2/7		103700		103700		103300		103,300		91

								2020/2/10		103500		103700		103200		103,400		153

								2020/2/12		103700		103900		103300		103,900		102

								2020/2/13		103700		104900		103700		104,700		180

								2020/2/14		103900		104600		103800		104,200		244

								2020/2/17		104500		104900		104100		104,300		97

								2020/2/18		104200		104200		103800		103,900		60

								2020/2/19		103700		104100		103700		104,100		23

								2020/2/20		105000		105000		104400		104,700		430

								2020/2/21		104,600		105,600		104,600		105,600		287



上場来投資口価格及び出来高推移



出来高	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	3469	819	180	136	209	351	246	104	175	853	511	277	383	458	368	347	113	152	204	504	331	197	702	376	242	144	158	329	132	230	423	96	255	162	54	79	116	87	285	363	619	443	589	242	493	579	358	562	465	413	272	1044	428	166	171	247	266	217	496	717	1234	421	338	71	123	234	152	188	120	146	137	271	217	144	146	69	128	131	129	158	119	285	165	46	76	104	44	156	179	96	148	173	248	414	174	44	291	80	1709	417	380	770	142	84	106	90	59	66	47	49	147	76	77	145	206	105	164	296	319	321	305	397	284	247	115	272	55	189	225	304	151	254	94	79	217	210	55	168	297	161	134	247	185	244	117	222	204	316	117	108	159	196	250	263	257	151	247	278	351	440	476	145	154	269	117	247	546	298	345	979	322	262	456	370	370	449	470	457	921	295	368	179	261	187	350	186	160	84	234	40	121	181	89	205	63	77	84	60	105	183	175	125	58	173	73	285	139	171	123	38	49	140	172	116	204	103	225	268	275	645	71	274	209	152	108	360	470	516	148	218	349	261	308	440	172	322	228	401	279	310	292	232	259	215	142	86	376	342	441	456	444	773	401	311	159	187	109	326	120	370	189	334	327	431	277	566	732	1018	1695	712	420	312	241	312	214	480	315	219	181	156	172	166	222	186	489	425	112	278	155	227	382	96	154	405	48	256	360	196	1103	2495	737	327	700	344	238	377	154	468	110	180	364	169	145	317	104	144	67	113	344	488	316	117	74	167	259	249	195	257	91	153	102	180	244	97	60	23	430	287	始値	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	高値	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	433	84	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	安値	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	終値	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	92300	92600	93100	93800	93600	93000	93100	93000	93000	91800	91700	92200	92100	91600	91500	91800	91500	91300	92000	91000	90900	90000	88300	88100	88000	88600	88900	88600	88300	88400	88100	88200	88100	88000	88300	88000	88100	88300	87700	87100	85700	85600	86100	86500	85800	85200	85200	84700	84300	84300	84100	82400	83000	84200	84000	85700	84700	84300	83700	82700	82300	82400	84000	83700	84400	84700	86100	86200	86200	86200	86900	86900	87000	86600	87000	86800	87000	86800	87000	87900	88400	88300	88700	88600	88800	88600	88600	88400	87700	87800	87600	86600	86300	85900	86400	86600	86200	86200	88700	90200	90800	90300	90100	90800	90500	90400	90600	90600	90800	90900	91000	91700	91900	92800	93400	94500	95500	96600	96700	96500	96800	97100	96600	96000	97000	96300	96900	97000	96600	96300	96300	96100	96300	96600	96800	96200	96300	96500	96900	96900	96900	97100	97300	97000	97100	96800	97100	97000	96900	97000	97200	97600	98000	97800	97800	98200	98300	98600	98700	99000	98400	98400	98500	98400	98900	99100	99300	99200	99600	98600	99000	99400	99500	99600	99600	99600	99800	99400	96300	96900	96800	97200	97500	97300	97400	97500	97900	97800	97500	98100	98000	97900	97900	97200	97300	97400	97400	97500	97800	98000	97800	97700	97800	98000	97900	97500	97700	97400	97400	97700	97800	97500	97300	97600	97800	98000	98400	97900	97600	96700	97200	96800	96500	96500	96700	98000	99000	99600	100000	99900	100000	99300	99700	99900	100200	99900	100300	100400	100800	102000	103400	103700	103000	103500	103900	104700	105900	108000	108900	109900	109900	108600	108100	108700	108500	108300	109000	110000	110600	110200	111000	112100	112100	113600	115900	118700	116300	111000	105600	108300	109600	108400	110000	110600	112200	114700	113700	112400	112000	111700	113300	113100	113400	112400	111100	113200	113600	113600	113800	113500	113900	113800	114000	112900	113400	113300	113200	113200	110300	103900	103200	104100	103800	103800	103900	104000	105000	105500	106500	107700	107800	108000	108800	108700	108300	108600	108600	108000	106000	102100	104800	105000	104400	104900	103400	103900	103300	103700	103300	103400	103900	104700	104200	104300	103900	104100	104700	105600	











大口投資主

						氏名又は名称 シメイ マタ メイショウ		所有投資口数（口） ショユウ トウシ クチ スウ クチ		保有比率 ホユウ ヒリツ

				1		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ		2,235		4.85%				4.855%

				2		大和信用金庫		1,500		3.25%				3.258%

				3		個人 コジン		1,200		2.60%				2.606%

				4		株式会社福邦銀行 カブシキガイシャ フクホウ ギンコウ		980		2.12%				2.129%

				5		岡崎信用金庫 オカザキ		928		2.01%				2.016%

				6		個人 コジン		597		1.29%				1.297%

				7		九州ひぜん信用金庫		553		1.20%				1.201%

				8		個人 コジン		535		1.16%				1.162%

				9		株式会社福岡銀行 カブシキガイシャ フクオカ ギンコウ		470		1.02%				1.021%

				10		CACEIS BANK FOR CA SA/CAT-CL 3RD PARTY		450		0.97%				0.977%

						合計 ゴウケイ		9,448		20.52%				20.522%

						ALL		46,039





投資主シェア

						reserved-43646x1F										reserved-43465x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		80.3%				■		個人・その他 コジン タ		37,350口		81.1%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		9.1%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		3,928口		8.5%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		9.6%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,621口		10.0%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		1.0%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		140口		0.3%

						計 ケイ		46,039口		100.0%						計 ケイ		46,039口		100.0%





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		97.5%				■		個人・その他 コジン タ		4,041名		97.6%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		0.4%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		17名		0.4%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		1.8%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		72名		1.7%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		0.3%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		10名		0.2%

						計 ケイ		4,531名		100.0%						計 ケイ		4,140名		100.0%



						reserved-43830x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		34,250口		▲ 2,733口

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		6,632口		2,452口

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		4,283口		▲ 132口

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		874口		413口

						計 ケイ		46,039口		46,039口		0口





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		4,426名		10名

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		23名		3名

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		82名		0名

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		17名		4名

						計 ケイ		4,531名		4,548名		17名





借入状況

				reserved-43830x1F

				区分		借入先		残高
(百万円)		利率		借入日		返済期限		摘要

				長期		株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行 カブシキガイシャ アシカガ ギンコウ		4,933		0.70136%		reserved-43374x1F		reserved-47026x1F		無担保
無保証

						合計 ゴウケイ		4,933		－		－		－		－

								返済後残高 ヘンサイ ゴ ザンダカ								2018/12期
実績 キ ジッセキ		2019/6期
実績 キ ジッセキ		2019/12期
実績 キ ジッセキ		2020/6期
予想 キ ヨソウ		2020/12期
予想 キ ヨソウ		2021/6期
予想 キ ヨソウ

						新生 シンセイ		1,237,628,940		25.1%						57.7%		53.2%		53.5%		52.3%		52.0%		51.2%

						SMBC		1,237,628,940		25.1%

						中国 チュウゴク		934,765,064		18.9%

						足利 アシカガ		542,163,736		11.0%

						徳島 トクシマ		467,382,533		9.5%

						伊予 イヨ		280,429,520		5.7%

						高知 コウチ		233,691,267		4.7%

								4,933,690,000		100.00%



ＬＴＶ推移



[値]



[値]
[値]

2018/12期	
実績	2019/6期	
実績	2019/12期	
実績	2020/6期	
予想	2020/12期	
予想	2021/6期	
予想	0.57699999999999996	0.53200000000000003	0.53500000000000003	0.52300000000000002	0.52	0.51200000000000001	




賃貸事業収支

				201912期 キ														（円） エン																				（千円） セン エン

						賃貸事業収入比率 チンタイ ジギョウ シュウニュウ ヒリツ		6.85%		11.13%		6.16%		66.19%		9.66%

								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										TI龍ヶ崎
太陽光発電所 リュウガサキ タイヨウコウ ハツデン ショ		TI牛久
太陽光発電所 ウシク		TI鹿沼
太陽光発電所 カヌマ		TI矢吹
太陽光発電所 ヤブキ		TI釧路
太陽光発電所 クシロ		合計 ゴウケイ

								第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期										第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期

								2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～										2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～

								reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F										reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入																				再エネ発電設備等の賃貸収入

						最低保証賃料		24,311,778		38,740,878		22,396,728		240,882,264		33,026,988		359,358,636								最低保証賃料		24,311		38,740		22,396		240,882		33,026		359,358

						実績連動賃料		611,282		1,760,828		－		－		2,142,579		4,514,689								実績連動賃料		611		1,760		－		－		2,142		4,514

						付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27,745		－		－		27,745								付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27		－		－		27

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A）		24,923,060		40,501,706		22,424,473		240,882,264		35,169,567		363,901,070								賃貸収入（小計A）		24,923		40,501		22,424		240,882		35,169		363,901

						比率 ヒリツ		6.8%		11.1%		6.2%		66.2%		9.7%		100.00%								比率 ヒリツ		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.10%								6.5		10.6		6.1		66.6		10.2		100

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用																				再エネ発電設備等の賃貸費用

						公租公課		1,812,000		2,796,000		1,722,000		18,331,000		3,296,000		27,957,000								公租公課		1,812		2,796		1,722		18,331		3,296		27,957

						修繕費		36,200		127,540		535,000		1,695,000		108,000		2,501,740								修繕費		36		127		535		1,695		108		2,501

						保険料		203,868		343,102		224,966		2,508,865		364,043		3,644,844								保険料		203		343		224		2,508		364		3,644

						減価償却費		10,841,064		17,512,620		11,403,761		122,745,096		16,020,294		178,522,835								減価償却費		10,841		17,512		11,403		122,745		16,020		178,522

						支払地代				933,671		1,156,910		2,273,630		641,148		5,005,359								支払地代		－		933		1,156		2,273		641		5,005

						信託報酬		500,510		499,276		498,504		601,104		510,284		2,609,678								信託報酬		500		499		498		601		510		2,609

						その他賃貸費用		3,200		3,700		3,800		4,100		3,800		18,600								その他賃貸費用		3		3		3		4		3		18

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B）		13,396,842		22,215,909		15,544,941		148,158,795		20,943,569		220,260,056								賃貸費用（小計B）		13,396		22,215		15,544		148,158		20,943		220,260

				再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526,218		18,285,797		6,879,532		92,723,469		14,225,998		143,641,014						再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526		18,285		6,879		92,723		14,225		143,641

						NOI		22,367,282		35,798,417		18,283,293		215,468,565		30,246,292		322,163,849								NOI		22,367		35,798		18,283		215,468		30,246		322,163

						固都税・償却除く費用 コトゼイ ショウキャク ノゾ ヒヨウ		743,778		1,907,289		2,419,180		7,082,699		1,627,275		192,303,056



								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ

						信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ		444,578,959		738,448,987		487,927,413		5,278,039,359		744,943,707		7,693,938,425								信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(26,998,710)		(43,781,550)		(28,478,250)		(306,862,740)		(40,050,735)		(446,171,985)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン		495,000				197,800						692,800								信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(48,510)				(26,998)						(75,508)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託土地 シンタク トチ		141,209,730		150,678,208				602,391,670				894,279,608								信託土地 シンタク トチ

						信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ												0								信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ

				有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				559,236,469		845,345,645		459,619,965		5,573,568,289		704,892,972		8,142,663,340						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン

						信託借地権 シンタク シャクチケン		-		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037								信託借地権 シンタク シャクチケン

				無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				0		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン

						合計 ゴウケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								合計 ゴウケイ



						設備部分 セツビ ブ フン		418,026,739		694,667,437		459,619,965		4,971,176,619		704,892,972		7,248,383,732								設備部分 セツビ ブ フン

						不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン		141,209,730		171,085,189		43,936,482		619,950,283		30,166,961		1,006,348,645								不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン

						計 ケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								計 ケイ

						NOI利回り リマワ		11.8%		12.2%		11.7%		12.0%		12.5%		12.0%

						NCF利回り リマワ		7.9%		8.2%		7.2%		7.6%		8.2%		7.7%

		期初 キショ				7/1/19

		期末 キマツ				12/31/19

		日数 ニッスウ				184



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&9&Z&F
&D　　&T




残存期間

																										Y		M		D

				取得予定日 シュトク ヨテイビ				9/27/18																基準日 キジュンビ		2019		12		31



				物件番号		物件名称		認定日		供給開始日		調達期間								残存調達		調達価格（注5）

								（注1）		（注2）		満了日		分解 ブンカイ						期間												当年度 トウ ネンド		終期年度 シュウキ ネンド								基準日月 キジュンビ ヅキ		終期月 シュウキ ツキ

												（注3）		Y		M		D		（注4）										年数 ネンスウ		残存月数 ザンゾン ツキ スウ		月数 ツキ スウ		

Hidechika_Mayama: 始期月と終期月の合計月数を算出
		

Hidechika_Mayama: 12か月を超える場合は、12を引く		修正年数 シュウセイ ネンスウ		残存日数 ザンゾン ニッスウ		残存日数 ザンゾン ニチ スウ		合計 ゴウケイ		修正月数 シュウセイ ツキスウ		満了前月末 マンリョウ ゼンゲツ マツ

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		reserved-41564x1F		reserved-41757x1F		reserved-49061x1F		2034		4		27		15年7か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		3		3		3		14.0				27		27		4.0		reserved-49034x1F

				2		TI牛久太陽光発電所		reserved-41624x1F		reserved-41942x1F		reserved-49246x1F		2034		10		29		16年1か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		9		9		9		14.0				29		29		10.0		reserved-49217x1F

				3		TI鹿沼太陽光発電所		reserved-41604x1F		reserved-42061x1F		reserved-49365x1F		2035		2		25		16年5か月		36円/kWh				2020		2035		15		0		1		1		1		15.0				25		25		2.0		reserved-49340x1F

				4		TI矢吹太陽光発電所		reserved-41306x1F		reserved-42088x1F		reserved-49392x1F		2035		3		24		16年6か月		40円/kWh				2020		2035		15		0		2		2		2		15.0				24		24		3.0		reserved-49368x1F

				5		TI釧路太陽光発電所		reserved-41407x1F		reserved-42706x1F		reserved-50010x1F		2036		12		1		18年2か月		36円/kWh				2020		2036		16		0		11		11		11		16.0				1		1		11.0		reserved-50009x1F								分解 ブンカイ

																																								888.0								30.0						15.3		年 ネン		0.3		年 ネン

				（注1）「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について改正前の再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各取得予定資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。

				（注2）「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転（試運転を除きます。）を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。																																																												分解 ブンカイ

				（注3）「調達期間満了日」は、各取得予定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。																																																月ベース変換 ツキ ヘンカン		15		年 ネン		3.6		か月 ツキ				3.0		0.6

				（注4）「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、当該資産の取得予定日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げで算出しています。

				（注5）「調達価格」は、各取得予定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。																																														平均残存調達期間 ヘイキン ザンゾン チョウタツ キカン				15		年 ネン		4		か月 ツキ

















































































































































































































































































































































































制度動向

						制度の趣旨		2020年1月末日までの状況		制度の導入予定

				導管性 ドウカン セイ		一定の要件を満たした投資法人について、配当等の額を損金の額に算入することが可能となり、実質的に法人税が非課税となる仕組み。		現行は、再生可能エネルギー発電設備の取得期限が2020年3月31日までとされているが、2019年12月20日公表された「令和2年度税制改正の大綱」において、取得期限の３年延長が明記された。 ゲンコウ サイセイ カノウ ハツデン セツビ シュトク キゲン ネン ツキ ニチ ネン ツキ ニチ コウヒョウ レイワ ネン ド ゼイセイ カイセイ タイコウ シュトク キゲン ネン エンチョウ メイキ		－

				発電側
基本料金		送配電網の利用料金として、小売電気事業者が販売した電気の量に応じて託送料金を負担しているが、系統利用者である発電事業者側にも受益に応じた費用負担を求めようとするもの。		FIT価格が29円以上の太陽光発電については調整措置の対象外とすることが提案されたが、調達価格等算定委員会において、一定の調整措置が設けられる方向で議論されている。		2023年度から導入される予定(2020年度内に方針決定、2022年度末までにシステム構築)。 ドウニュウ ヨテイ

				廃棄等費用の確保 カクホ		太陽光発電設備の廃棄等費用について、積立が義務化されているものの実施率が低いことから、積立を確実にしようとするもの。		2019年12月、パネル出力容量に応じた積立が望ましいとしながらも第三者機関が管理する外部積立における徴収システムの問題から売電量に応じた積立とすること、及び上場インフラファンド等においては内部積立を選択できることが提案され、2020年1月にパブリックコメントが募集された。		2022年度に導入される予定。 ドウニュウ ヨテイ





パイプライン



						No.		所在地		運転開始年月		パネル出力（kW）		調達価格 チョウタツ カカク				パネル出力（kW）

				運営中		1		鳥取県米子市		41426		1,764 kW		40円/kWh				1,764.00		40

						2		徳島県美馬市		41791		1,470 kW		36円/kWh				1,470.00		36

						3		福島県南相馬市		42064		1,164 kW		36円/kWh				1,164.80		36

						4		茨城県鉾田市		42064		2,399 kW		40円/kWh				2,399.04		40

						5		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						6		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						7		福島県相馬市		42430		1,528 kW		36円/kWh				1,528.80		36

						8		福島県相馬市		42430		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						9		愛媛県北宇和郡		42430		2,374 kW		36円/kWh				2,374.40		36

						10		北海道根室市		2016年3月（2号）		2,984 kW		36円/kWh				2,984.80		36

										2016年7月（1、3、4、5号）								0.00

						11		北海道室蘭市		42461		2,038 kW		36円/kWh				2,038.40		36

						12		岡山県新見市		42522		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						13		愛媛県南宇和郡		42583		1,310 kW		32円/kWh				1,310.40		32

						14		北海道標津郡		42675		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						15		北海道川上郡		42795		1,262 kW		40円/kWh				1,262.10		40

						16		岡山県赤磐市		42795		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						17		鹿児島県霧島市		42979		17,140 kW		40円/kWh				17,140.20		40

						18		岡山県岡山市		43040		2,116 kW		36円/kWh				2,116.80		36

						19		北海道上川郡		43070		2,371 kW		40円/kWh				2,371.20		40

						20		岡山県岡山市		43101		2,043 kW		36円/kWh				2,043.36		36

						21		北海道阿寒郡		43160		6,026 kW		36円/kWh				6,026.40		36

						22		北海道根室市		43497		1,694 kW		21円/kWh				1,694.00		21

				開発中		23		福島県南相馬市		2020年5月予定		31,839 kW		36円/kWh				31,839.06		36

						24		高知県四万十市		2021年6月予定		36,000 kW		36円/kWh				36,000.00		36



				アドバンテック資料を基に、本資産運用会社作成

				2019年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資 基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。

				上記各物件のうち未稼働（開発中）のものに係る運転開始年月及び発電出力については、あくまで2019年12月31日現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転開始されず、また、上記の 発電出力による運転が困難となる可能性があります。

																								調達価格 チョウタツ カカク		パネル出力（kW）

																								40.0		24,937 kW

																								36.0		101,817 kW

																								32.0		1,310 kW

																								21.0		1,694 kW

																								計 ケイ		129,758 kW

																										129,758.16





超過分配規程

				継続的
利益超過分配金 ケイゾクテキ リエキ チョウカ ブンパイキン		原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。

				一時的
利益超過分配金 イチジテキ		・新投資口発行等の資金調達
・大規模修繕・点検等
・地震・風水害等の自然災害
・火災等の事故
・想定外の天候不順
・出力制御による売電収入の減少
・訴訟和解金の支払
・設備の売却損の発生
・その他の一時的要因
により、1口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、継続的な利益超過分配の分配額と合わせて60％を上限とする。





AD概要

				アドバンテックの概要（2019年12月31日現在）

				社名		株式会社アドバンテック

				設立		34820

				代表者		山名正英、首藤信生

				資本金		4,150万円

				事業内容		・真空配管部品及び真空排気管製造
・半導体向けガス配管及び真空配管製造
・各種機械加工
・半導体製造装置向け部品製造
・半導体製造装置関連部品輸入販売
・半導体向け化成品の製造販売
・テスト用ウェーハ販売
・太陽光関連事業
・測定装置販売

				本店所在地		東京本社

						〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館25F

						愛媛本社

						〒793-0046　愛媛県西条市港293-1

				従業員数		計309名（男218名　女91名）　※グループ会社等含みません

				海外拠点		アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、中国等







他社比較

						2016年		2017年		2017年		2018年		2018年		2019年		2019年

				タカラ		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期

				ALL		¥3,121		¥3,021		¥3,586		¥3,976		¥3,871		¥3,826

				利益 リエキ		¥3,121		¥3,021		¥3,123		¥3,512		¥3,521		¥3,492

				資本払戻 シホン ハラ モド						¥463		¥464		¥350		¥334

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						412		452		566		566

				割合 ワリアイ						13%		12%		8%		8%

				いちご				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ

				ALL				¥2,139				¥4,226				¥3,865

				利益 リエキ				¥869				¥2,046				¥1,680

				資本払戻 シホン ハラ モド				¥1,270				¥2,180				¥2,185

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				326				636				636

				割合 ワリアイ				40%				35%				35%

				ＲＪ						7月期		1月期		7月期		1月期

				ALL						¥476		¥3,258		¥3,249		¥3,272

				利益 リエキ								¥1,913		¥1,917		¥1,753

				一時差異 イチジ サイ						¥476		¥789				¥118

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥556		¥1,332		¥1,401

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ								173		278		406

				割合 ワリアイ								13%		33%		33%

				ＣＳ								6月期 ツキ キ		12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL								¥2,350		¥3,600		¥3,650

				利益 リエキ								¥1,542		¥1,783		¥3,073

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥808		¥1,817		¥577

				減価償却費百万円 ゲンカ ショウキャク ヒ ヒャクマンエン								743		713		813

				割合 ワリアイ								20%		59%		16%

				東京インフラ トウキョウ										12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL										¥651		¥4,203

				利益 リエキ										¥0		¥0

				一時差異 イチジ サイ										¥205		¥3,116

				資本払戻 シホン ハラ モド										¥446		¥1,087

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										89		178

				割合 ワリアイ										22%		28%





役員会



						役員会開催状況 ヤクインカイ カイサイ ジョウキョウ



						2017年 ネン						2018年 ネン

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

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		2				20

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ



						2019年 ネン																合計 ゴウケイ

						1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		1		2		1		1		1		3		1		2		32																44		64

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ









概要





								設立 セツリツ				reserved-43018x1F

								上場日 ジョウジョウ ビ				reserved-43370x1F

								証券コード ショウケン				9285

								所在地 ショザイチ				東京都千代田区大手町二丁目１番１号　大手町野村ビル21階 チヨダク オオテマチ ノムラ カイ

								役員 ヤクイン				役　職 ヤク ショク		氏　名 シ ナ		主な兼職等 オモ ケンショク トウ

												執行役員 シッコウ ヤクイン		永森　利彦 ナガモリ トシヒコ		東京ｲﾝﾌﾗｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役社長 トウキョウ カブシキガイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

												監督役員 カントク ヤクイン		内藤　加代子 ナイトウ カヨコ		弁護士法人大江橋法律事務所 カウンセル ベンゴシ ホウジン オオエバシ ホウリツ ジム ショ

																立命館大学法科大学院 非常勤講師 リツメイカン ダイガク ホウカ ダイガクイン ヒジョウキン コウシ

																双日株式会社 社外取締役 ソウジツ カブシキガイシャ シャガイ トリシマリヤク

														丸山　貴生 マルヤマ タカシ ウ		クリフィックス税理士法人　マネージャー ゼイリシ ホウジン

								決算期 ケッサン キ				6月及び12月 ツキ オヨ ツキ

								会計監査人 カイケイ カンサ ニン				太陽有限責任監査法人 タイヨウ ユウゲン セキニン カンサ ホウジン

								投資主名簿等管理人 トウシ ヌシ メイボ トウ カンリニン				三菱UFJ信託銀行株式会社

								資産運用会社 シサン ウンヨウ ガイシャ				東京インフラアセットマネジメント株式会社
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保有資産概要 2
S-1 TI龍ヶ崎太陽光発電所

S-2 TI牛久太陽光発電所

（単位：kWh）

（単位：kWh）

所在地 茨城県龍ヶ崎市

調達価格 36円/kWh

パネル出力 1,456kW

パネルメーカー REC Peak Energy

パワコン供給者 日新電機株式会社

EPC業者 株式会社アドバンテック

運転開始日 2014年4月28日

買取電気事業者 東京電力エナジー
パートナー株式会社

所在地 茨城県牛久市

調達価格 36円/kWh

パネル出力 2,284kW

パネルメーカー REC Peak Energy

パワコン供給者 日新電機株式会社

EPC業者 株式会社アドバンテック

運転開始日 2014年10月30日

買取電気事業者 東京電力エナジー
パートナー株式会社

10


実績

																						PL（決算期） ケッサン キ								1219修正予想 シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		予想差異 ヨソウ サイ

				項目 コウモク				2019年6月期 ネン ツキ キ		2019年12月期 ネン ツキ キ												不動産賃貸収入合計 フドウサン チンタイ シュウニュウ ゴウケイ								368,082,036		363,901,070		▲ 4,180,966

								実績 ジッセキ		2019年12月19日
修正予想 ネン ツキ ニチ シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ		予想比 ヨソウ ヒ						最低保証 サイテイ ホショウ								359,358,625		359,358,636

				営業収益 エイギョウ シュウエキ				467		368		363		▲ 5 		-1.1%						実績連動 ジッセキ レンドウ								8,723,411		4,514,689

						営業費用		284		277		277		＋0 		0.1%						駐車場使用料 チュウシャジョウ シヨウリョウ								27,745

				営業利益 エイギョウ リエキ				183		91		86		▲ 5 		-5.0%						施設使用料 シセツ シヨウ リョウ								220,923,231

				経常利益 ケイジョウ リエキ				143		51		48		▲ 3 		-5.8%						付帯収益 フタイ シュウエキ								0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				143		51		47		▲ 4 		-6.7%						解約違約金 カイヤク イヤクキン								0

				１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン				4,203円		2,195円		2,195円		±0円 エン		0.0%				←今回手入力 コンカイ テ ニュウリョク		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ								27,952,000						営業費用 エイギョウ ヒヨウ

						利益分配金 リエキ ブンパイキン		0円		857円		1,034円		＋177円		20.7%						その他収入 タ シュウニュウ										27,745				予想 ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ

						利益超過（一時差異）（注1） リエキ チョウカ イチジ サイ チュウ		3,116円		251円		0円		▲ 251円		-100.0%						不動産賃貸費用合計 フドウサン チンタイ ヒヨウ ゴウケイ								220,923,231		220,260,056				276,789,350		277,132,718		343,368

						利益超過（資本払戻）（注2） リエキ チョウカ シホン ハラ モド チュウ		1,087円		1,087円		1,161円		＋74円		6.8%								管理費(PM+BM) カンリヒ

																								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ

																								租税公課 ソゼイ コウカ						27,952,000		27,957,000

																								保険料(損害賠償) ホケンリョウ ソンガイ バイショウ						3,663,784		3,644,844

																								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						178,522,830		178,522,835

																								減価償却費(CAPEX) ゲンカ ショウキャク ヒ

																								減価償却費(資産除去債務) ゲンカ ショウキャク ヒ シサンジョキョサイム

																								信託報酬 シンタク ホウシュウ						3,276,348		2,609,678

																								修繕費 シュウゼンヒ						2,501,740		2,501,740

																								その他費用（地代等） タ ヒヨウ チダイ トウ						5,006,529		5,023,959

																						賃貸事業利益 チンタイ ジギョウ リエキ								147,158,805		143,641,014

																						営業費用 エイギョウ ヒヨウ								55,866,119		56,872,662

																								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ						1,600,000		1,600,000

																								資産運用報酬1 シサン ウンヨウ ホウシュウ						14,156,448		15,908,164

																								資産運用報酬2 シサン ウンヨウ ホウシュウ

																								資産保管手数料 シサン ホカン テスウリョウ						630,000		630,000

																								一般事務委託手数料 イッパン ジム イタク テスウ リョウ						11,410,015		11,052,422

																								投資口事務代行手数料（基本料） トウシ グチ ジム ダイコウ テスウリョウ キホン リョウ

																								投資口事務代行手数料（配当支払等） ハイトウ シハライ トウ

																								その他営業費用　合計 タ エイギョウ ヒヨウ						28,069,656		27,682,076

																										会計監査人報酬 カイケイ カンサ ニン ホウシュウ				6,900,000		6,900,000

																										税理士報酬 ゼイリシ ホウシュウ

																										弁護士報酬 ベンゴシ ホウシュウ				9,771,998		6,783,342

																										DO（会社役員賠償責任）保険 カイシャ ヤクイン バイショウ セキニン ホケン				537,422		537,422

																										通信費（運用報告書発送費） ツウシンヒ ウンヨウ ホウコクショ ハッソウ ヒ

																										運用報告作成費 ウンヨウ ホウコク サクセイ ヒ				7,896,800		5,147,300

																										有報作成費 ユウホウ サクセイ ヒ

																										マーケット調査費用（有報使用データ） チョウサ ヒヨウ ユウホウ シヨウ

																										プレスリリース作成費 サクセイ ヒ

																										ウェブサイト修正費 シュウセイ ヒ

																										決算説明会費用作成費 ケッサン セツメイカイ ヒヨウ サクセイ ヒ

																										決算IR関連費用 ケッサン カンレン ヒヨウ

																										上場維持費用 ジョウジョウ イジ ヒヨウ

																										格付継続 カク ヅ ケイゾク

																										継続鑑定 ケイゾク カンテイ						4,500,000

																										銀行支払手数料 ギンコウ シハライ テスウリョウ						1,024,190

																										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				367,794		367,800

																										その他・予備費 タ				2,595,642		2,422,022

																						営業利益 エイギョウ リエキ								91,292,686		86,768,352		▲ 4,524,334

																						NOI

																						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								1,575		1,413,643

																								受取利息 ウケトリ リソク						1,575		1,574

																								雑収入 ザツシュウニュウ								1,412,069

																						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								40,028,974		39,895,638

																								支払利息 シハライ リソク						18,100,156		17,996,246

																								長期前払費用償却 チョウキ マエバラ ヒヨウ ショウキャク						5,766,775		5,737,349

																								繰延資産償却 クリノベ シサン ショウキャク				創立費償却 ソウリツ ヒ ショウキャク		5,026,380		5,026,380

																												投資口公開関連費用 トウシ グチ コウカイ カンレン ヒヨウ		10,300,644		10,300,644

																								AGTフィー/その他 タ						835,019		835,019

																						経常利益 ケイジョウ リエキ								51,265,287		48,286,357		▲ 2,978,930

																								特別利益 トクベツ リエキ						249,244

																								特別損失 トクベツ ソンシツ

																						税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								51,514,531		48,286,357

																						法人税、住民税、事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ ジギョウゼイ								500,000		689,419

																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								51,014,531		47,596,938		▲ 3,417,593

																						前期繰越損益 ゼンキ クリコシ ソンエキ								152,921,407		152,921,407

																						当期未処分利益 トウキ ミショブン リエキ								203,935,938		200,518,345

																						金利スワップ評価損益 キンリ ヒョウカ ソンエキ								▲ 164,463,676		▲ 147,418,864

																						投信法の利益 トウシンホウ リエキ								39,472,262		53,099,481

																						一次差異等調整引当金を除く前期り越利益 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ノゾ ゼンキ コ リエキ								25,888		25,888

																						一次差異等調整引当金の上限 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ジョウゲン								11,594,045		0

																						発行済投資口数　 ハッコウ ズ トウシ グチ スウ								46,039		46,039

																						発行済投資口数 （割当増資有） ハッコウ ズ トウシ グチ スウ ワリアテゾウシ アリ								46,039		46,039

																						分配金総額（利益分配金） ブンパイキン ソウガク リエキ ブンパイキン								39,455,423.0		47,604,326.0

																						利益超過分配総額（一時差異） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク イチジ サイ								11,555,789.0		0.0

																						利益超過分配総額（資本払戻） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク シホン ハラ モド								50,044,393.0		53,451,279.0

																						利益超過分配率 リエキ チョウカ ブンパイ リツ								28.00%		29.90%

																						分配金総額 ブンパイキン ソウガク								101,055,605.0		101,055,605.0

																						1口当たり分配金（利益超過含まない） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益超過含む） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益分配） クチ ア ブンパイキン リエキ ブンパイ								857.0		1,034.0

																						1口当たり分配金（一時差異） クチ ア ブンパイキン イチジ サイ								251.0		0.0

																						1口当たり分配額（資本払戻） クチ ア ブンパイ ガク シホン ハラ モド								1,087.0		1,161.0

																						利益超過小計 リエキ チョウカ ショウケイ								1,338.0		1,161.0

																						DPU合計 ゴウケイ								2,195.0		2,195.0





分配金の内訳

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						143		152		143		0

						9				178		143

												50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	143	152	143	0	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	9	178	143	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円
により利益なし

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



予想





						項目 コウモク						2020年6月期 ネン ツキ キ		2020年12月期 ネン ツキ キ		2021年6月期 ネン ツキ キ

												予想 ヨソウ		予想 ヨソウ		予想 ヨソウ

						営業収益 エイギョウ シュウエキ				百万円 ヒャクマンエン		440		400		441

						内、最低保証賃料 ウチ サイテイ ホショウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		388		357		387

						内、実績連動賃料Ⅰ ウチ ジッセキ レンドウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		51		43		53

								営業費用		百万円 ヒャクマンエン		272		278		283

						営業利益 エイギョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		168		122		158

								営業外費用		百万円 ヒャクマンエン		38		37		49

						経常利益 ケイジョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		130		84		108

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				百万円 ヒャクマンエン		129		83		107

						１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン						3,895円		2,898円		3,425円

								利益分配金 リエキ ブンパイキン				2,810円		1,813円		2,340円

								利益超過（一時差異） リエキ チョウカ イチジ サイ		（注2） チュウ		0円		0円		0円

								利益超過（資本払戻） リエキ チョウカ シホン ハラ モド		（注3） チュウ		1,085円		1,085円		1,085円







分配金総額

										仮 カリ

						予想 ヨソウ



										2020年6月期		2020年12月期		2021年6月期

										予想		予想		予想

						A. 当期純利益（予想）		百万円 ヒャクマン エン		129 		83 		83 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		164 		164 		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		293 		247 		235 

						D. 金利スワップ評価損益		百万円 ヒャクマン エン		△ 164 		△ 164 		△ 164 

						投信法上の利益（C+D）		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－		－		11 

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		50 		50 		50 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		179 		133 		132 





						実績 ジッセキ



										2019年12月期

										実績 ジッセキ

						A. 当期純利益		百万円 ヒャクマン エン		47 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		200 

						D. 一時差異等調整引当額 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ ガク		百万円 ヒャクマン エン		152 

						利益分配金原資 (C-D) リエキ ブンパイキン ゲンシ		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		53 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		101 







分配金の内訳 (2)

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク										分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						83		71		83		71										71

						152		164		178		11										11

												50										50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	83	71	83	71	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	152	164	178	11	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



スペック



						所在地 ショザイチ		茨城県龍ヶ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ

		龍 リュウ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,456kW								所在地 ショザイチ

						パネルメーカー		REC Peak Energy								買取価格 カイトリ カカク

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"4"月"28"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ

		牛久 ウシク				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		2,284kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"10"月"30"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		栃木県鹿沼市 トチギ ケン カヌマ シ

		鹿沼 カヌマ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,370kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		安川電機株式会社 ヤスカワ デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"2"月"26"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン

		矢吹 ヤブキ				調達価格 チョウタツ カカク		40円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		12,994kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		TMEIC

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社竹中工務店 カブシキガイシャ タケナカ コウムテン

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"3"月"25"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東北電力株式会社 トウホク デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン

		釧路 クシロ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,965kW

						パネルメーカー		Jinko Solar

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社クールトレード カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2016"年"12"月"2"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		北海道電力株式会社 ホッカイドウ デンリョク カブシキガイシャ

















資産サマリ



						発電設備名称		所在地		取得価格		発電所評価額		パネル出力		調達価格 チョウタツ		残存調達期間

										（百万円）		（百万円）		（kW）		（円／kW）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ヶ崎市		564		549～677		1,456		36		14年4か月

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市		884		842～1,010		2,284		36		14年10か月

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市		509		465～584		1,370		36		15年2か月

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡		5,815		5,551～6,714		12,994		40		15年3か月

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡		752		736～903		1,965		36		16年11か月

						合計				8,524		8,143～9,888		20,072

												PwC評価		下限		上限

												龍ヶ崎		549		677

												牛久		842		1,010

												鹿沼		465		584

												矢吹		5,551		6,714

												釧路		736		903

												0		8,143		9,888

														仲値 ナカネ		9,015.5





発電量

																																				前期 ゼンキ		6/30/19

								7月 ツキ				8月 ツキ				9月 ツキ				10月 ツキ				11月 ツキ				12月 ツキ								当期 トウキ		12/31/19

						発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値								日数 ニッスウ		184

						（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)				自動計算 ジドウ ケイサン

						(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)				合計 ゴウケイ						パネル出力kWh シュツリョク		設備利用率 セツビ リヨウリツ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		167,941

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
月次発電実績プレス
値貼り付け		134,390		176,966		169,720		138,447		139,880		124,940		109,890		104,392		116,250		111,268		94,260				823,954		764,390				1,456.00		11.9%

				TI牛久太陽光発電所		264,890		209,790		279,125		272,300		218,589		227,760		197,265		168,800		164,641		185,410		176,221		148,680				1,300,731		1,212,740				2,284.80		12.0%

				TI鹿沼太陽光発電所		140,555		107,038		158,915		141,350		133,956		115,160		125,390		92,523		109,182		100,796		115,647		82,931				783,645		639,798				1,370.88		10.6%

				TI矢吹太陽光発電所		1,376,547		1,191,500		1,550,629		1,420,600		1,298,151		1,268,000		1,228,731		944,100		987,607		944,000		906,309		738,400				7,347,974		6,506,600				12,994.80		11.3%

				TI釧路太陽光発電所		185,475		191,890		191,960		175,790		180,866		224,910		192,552		181,610		168,851		210,790		159,049		162,170				1,078,753		1,147,160				1,965.60		13.2%

				合計		2,135,409		1,834,608		2,357,594		2,179,760		1,970,010		1,975,710		1,868,878		1,496,923		1,534,673		1,557,246		1,468,493		1,226,441				11,335,057		10,270,688		下表参照値 カヒョウ サンショウ チ		20,072.08

																																11,335,057		10,270,688		タテ計 ケイ

				実績発電量/予想発電量 ジッセキ ハツデン リョウ ヨソウ ハツデン リョウ

						2019年
7月 ネン ツキ		2019年
8月 ネン ツキ		2019年
9月 ネン ツキ		2019年
10月 ネン ツキ		2019年
11月 ネン ツキ		2019年
12月 ネン ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ								

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
6月度/12月度のプレス
を値貼り付け
		物件数		パネル出力		発電量予測値		発電量実績値		差異

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		80.0%		95.9%		101.0%		88.0%		111.4%		84.7%		92.8%												（kW）		（kWh）（注1）		(kWh)（注2）		(kWh)

				TI牛久太陽光発電所		79.2%		97.6%		104.2%		85.6%		112.6%		84.4%		93.2%														(A)		(B)		(B)-(A)

				TI鹿沼太陽光発電所		76.2%		88.9%		86.0%		73.8%		92.3%		71.7%		81.6%								43647		5		20,072.08		2,135,409		1,834,608		-300,801

				TI矢吹太陽光発電所		86.6%		91.6%		97.7%		76.8%		95.6%		81.5%		88.5%								43678		5		20,072.08		2,357,594		2,179,760		-177,834

				TI釧路太陽光発電所		103.5%		91.6%		124.4%		94.3%		124.8%		102.0%		106.3%								43709		5		20,072.08		1,970,010		1,975,710		5,700

				合計		85.9%		92.5%		100.3%		80.1%		101.5%		83.5%		90.6%								43739		5		20,072.08		1,868,878		1,496,923		-371,955

																										43770		5		20,072.08		1,534,673		1,557,246		22,573

				合計予想発電量（kWh） ゴウケイ ヨソウ ハツデン リョウ		2,135,409		2,357,594		1,970,010		1,868,878		1,534,673		1,468,493		11,335,057								43800		5		20,072.08		1,468,493		1,226,441		-242,051

				合計実績発電量（kWh） ゴウケイ ジッセキ ハツデン リョウ		1,834,608		2,179,760		1,975,710		1,496,923		1,557,246		1,226,441		10,270,688								合計		－		－		11,335,057		10,270,688		-1,064,368

				差異 サイ		▲ 300,801		▲ 177,834		＋5,700		▲ 371,955		＋22,573		▲ 242,052		▲ 1,064,368

																値張り↑ アタイ バ		値張り↑ アタイ バ

						値貼り付け アタイ ハ ツ												値参照 アタイ サンショウ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		127,351		123,953		157,882		171,752		188,495		154,741		167,941		176,966		138,447		124,940		104,392		111,268		823,954		2,572,082

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		147,340		110,180		164,880		184,050		203,830		135,230		134,390		169,720		139,880		109,890		116,250		94,260		764,390		2,474,290

				TI牛久太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.2%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		201,687		195,310		247,754		269,518		297,308		244,070		264,890		279,125		218,589		197,265		164,641		176,221		1,300,731		4,057,109

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		234,940		175,100		256,270		287,960		326,070		224,220		209,790		272,300		227,760		168,800		185,410		148,680		1,212,740		3,930,040

				TI鹿沼太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.9%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		136,888		132,506		161,104		161,025		165,519		139,496		140,555		158,915		133,956		125,390		109,182		115,647		783,645		2,463,828

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		123,380		116,081		145,409		167,462		175,535		129,140		107,038		141,350		115,160		92,523		100,796		82,931		639,798		2,136,603

				TI矢吹太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				86.7%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		955,140		1,029,876		1,446,830		1,553,657		1,718,041		1,493,396		1,376,547		1,550,629		1,298,151		1,228,731		987,607		906,309		7,347,974		22,892,888

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		926,500		1,091,317		1,566,300		1,705,000		1,955,600		1,381,200		1,191,500		1,420,600		1,268,000		944,100		944,000		738,400		6,506,600		21,639,117

				TI釧路太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				94.5%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		177,640		196,039		238,326		232,995		225,209		188,520		185,475		191,960		180,866		192,552		168,851		159,049		1,078,753		3,416,235

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		200,110		204,340		237,450		258,230		262,130		221,730		191,890		175,790		224,910		181,610		210,790		162,170		1,147,160		3,678,310

																																107.7%



TI龍ヶ崎太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	127351	123953	157882	171752	188495	154741	167941	176966	138447	124940	104392	111268	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	147340	110180	164880	184050	203830	135230	134390	169720	139880	109890	116250	94260	







TI牛久太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	201687	195310	247754	269518	297308	244070	264890	279125	218589	197265	164641	176221	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	234940	175100	256270	287960	326070	224220	209790	272300	227760	168800	185410	148680	







TI鹿沼太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	136888	132506	161104	161025	165519	139496	140555	158915	133956	125390	109182	115647	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	123380	116081	145409	167462	175535	129140	107038	141350	115160	92523	100796	82931	







TI矢吹太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	955140	1029876	1446830	1553657	1718041	1493396	1376547	1550629	1298151	1228731	987607	906309	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	926500	1091317	1566300	1705000	1955600	1381200	1191500	1420600	1268000	944100	944000	738400	







TI釧路太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	177640	196039	238326	232995	225209	188520	185475	191960	180866	192552	168851	159049	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	200110	204340	237450	258230	262130	221730	191890	175790	224910	181610	210790	162170	









運用開始来実績

				期 キ		年月 ネンゲツ		発電量予測値		発電量実績値		差異 サイ		月次達成率 ゲツジ タッセイリツ		期中達成率 キチュウ タッセイリツ				期別合計 キ ベツ ゴウケイ		期別合計 キ ベツ ゴウケイ

								（kWh）		（kWh）		（kWh）								発電量予測値		発電量実績値

								A		B		B-A		B/A×100

				第2期 ダイ キ		2018年10月 ネン ツキ		1,880,341		1,746,599		▲ 133,742		92.9%		96.1%

						2018年11月 ネン ツキ		1,544,069		1,663,093		119,024		107.7%

						2018年12月 ネン ツキ		1,477,445		1,299,011		▲ 178,434		87.9%						4,901,855		4,708,703

				第3期 ダイ キ		2019年1月 ネン		1,598,707		1,632,270		33,563		102.1%		104.6%

						2019年2月 ネン		1,677,684		1,697,017		19,333		101.2%

						2019年3月 ネン		2,251,896		2,370,309		118,413		105.3%

						2019年4月 ネン		2,388,948		2,602,702		213,754		108.9%

						2019年5月 ネン		2,594,572		2,923,165		328,593		112.7%

						2019年6月 ネン		2,220,224		2,091,520		▲ 128,704		94.2%						12,732,031		13,316,983

				第4期 ダイ キ		2019年7月 ネン		2,135,409		1,834,608		▲ 300,801		85.9%		90.6%

						2019年8月 ネン		2,357,594		2,179,760		▲ 177,834		92.5%

						2019年9月 ネン		1,970,010		1,975,710		5,700		100.3%

						2019年10月 ネン		1,868,878		1,496,923		▲ 371,955		80.1%

						2019年11月 ネン		1,534,673		1,557,246		22,573		101.5%

						2019年12月 ネン		1,468,493		1,226,441		▲ 242,051		83.5%						11,335,057		10,270,688

				合計 ゴウケイ				28,968,943		28,296,374		▲ 672,569		97.7%		－





分散状況

						物件名称 ブッケン メイショウ		所在地 ショザイチ		取得価格 シュトク カカク		期末評価価値 キマツ ヒョウカ カチ				調達価格 チョウタツ カカク		残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン		買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ

										（百万円）		（百万円）		比率 ヒリツ		（円/kWh）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ケ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ		564		613		6.8%		36		14年4ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ		884		926		10.3%		36		14年10ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市 トチギケン カヌマシ		509		524		5.8%		36		15年2ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン		5,815		6,132		68.0%		40		15年3ヶ月 ネン ツキ		東北電力 トウホク デンリョク

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン		752		819		9.1%		36		16年11ヶ月 ネン ツキ		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク

								合計 ゴウケイ		8,524		9,016		100.0%		－		－		－



				時点 ジテン		12/31/19		PwC評価 ヒョウカ		下限 カゲン		上限 ジョウゲン		中間（切捨） チュウカン キリス								地域分散 チイキ ブンサン

								龍ヶ崎 リュウガサキ		549.0		677.0		613.0		6.8%						北海道地方 ホッカイドウ チホウ		752		8.8%

								牛久 ウシク		842.0		1,010.0		926.0		10.3%						東北地方 トウホク チホウ		5,815		68.2%

								鹿沼 カヌマ		465.0		584.0		524.5		5.8%						関東地方 カントウ チホウ		1,957		23.0%

								矢吹 ヤブキ		5,551.0		6,714.0		6,132.5		68.0%								8,524

								釧路 クシロ		736.0		903.0		819.5		9.1%

										8,143.0		9,888.0		9,015.5		100.0%						残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン

																						15年以上 ネンイジョウ		7,076		83.0%

																						15年未満 ネン ミマン		1,448		17.0%

																								8,524

																						買取電気事業者別分散 カイトリ デンキ ジギョウシャ ベツ ブンサン

																						東京電力
エナジーパートナー トウキョウ デンリョク		1,957		23.0%

																						東北電力 トウホク デンリョク		5,815		68.2%

																						北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		752		8.8%

																								8,524



地域分散状況（取得価格ベース）





北海道地方	東北地方	関東地方	8.8221492257156267E-2	0.68219145940872827	0.22958704833411545	



残存調達期間状況（取得価格ベース）







15年以上	15年未満	0.83012670107930553	0.1698732989206945	



買取電気事業者別分散状況

（取得価格ベース）







東京電力	
エナジーパートナー	東北電力	北海道電力	0.22958704833411545	0.68219145940872827	8.8221492257156267E-2	





投資口価格

														Y!ファィナンス

								1～20件/97件中

								日付		始値		高値		安値		終値		出来高

								2018/9/27		92,600		92,900		91,700		92,300		3,469

								2018/9/28		92,500		94,900		92,500		92,600		819

								2018/10/1		93,600		94,200		93,100		93,100		180

								2018/10/2		93,700		94,300		93,200		93,800		136

								2018/10/3		93,800		94,500		93,500		93,600		209

								2018/10/4		93,500		93,600		93,000		93,000		351

								2018/10/5		93,000		93,300		92,800		93,100		246

								2018/10/9		93,600		93,600		92,900		93,000		104

								2018/10/10		93,000		93,400		92,800		93,000		175

								2018/10/11		92,500		92,800		91,500		91,800		853

								2018/10/12		91,800		92,100		91,700		91,700		511

								2018/10/15		92,000		93,000		92,000		92,200		277

								2018/10/16		92,000		92,600		92,000		92,100		383

								2018/10/17		92,600		92,900		91,400		91,600		458

								2018/10/18		91,600		92,200		91,400		91,500		368

								2018/10/19		92,300		92,300		91,100		91,800		347

								2018/10/22		92,100		92,100		91,300		91,500		113

								2018/10/23		91,700		92,000		91,300		91,300		152

								2018/10/24		91,400		92,100		91,400		92,000		204

								2018/10/25		91,300		91,600		91,000		91,000		504

								2018/10/26		91,100		91,300		90,600		90,900		331

								2018/10/29		91,000		91,000		90,000		90,000		197

								2018/10/30		89,100		90,100		88,300		88,300		702

								2018/10/31		88,500		88,800		88,100		88,100		376

								2018/11/1		88,300		88,600		88,000		88,000		242

								2018/11/2		88,300		88,600		88,200		88,600		144

								2018/11/5		89,300		89,300		88,400		88,900		158

								2018/11/6		90,200		90,200		88,400		88,600		329

								2018/11/7		88,600		89,000		88,300		88,300		132

								2018/11/8		88,400		88,600		88,300		88,400		230

								2018/11/9		88,300		88,300		88,100		88,100		423

								2018/11/12		88,200		88,500		88,100		88,200		96

								2018/11/13		88,200		88,300		87,900		88,100		255

								2018/11/14		88,000		88,300		88,000		88,000		162

								2018/11/15		88,200		88,300		88,100		88,300		54

								2018/11/16		88,200		88,400		88,000		88,000		79

								2018/11/19		88,000		88,300		88,000		88,100		116

								2018/11/20		88,300		88,500		88,200		88,300		87

								2018/11/21		88,000		88,100		87,700		87,700		285

								2018/11/22		87,700		87,700		87,100		87,100		363

								2018/11/26		87,000		87,000		85,700		85,700		619

								2018/11/27		85,700		86,000		85,300		85,600		443

								2018/11/28		85,600		87,100		85,600		86,100		589

								2018/11/29		87,900		87,900		86,100		86,500		242

								2018/11/30		86,500		86,500		85,500		85,800		493

								2018/12/3		85,900		86,000		85,200		85,200		579

								2018/12/4		85,300		85,400		85,100		85,200		358

								2018/12/5		85,200		85,500		84,700		84,700		562

								2018/12/6		84,600		84,700		84,300		84,300		465

								2018/12/7		84,300		84,400		84,000		84,300		413

								2018/12/10		84,400		84,400		83,900		84,100		272

								2018/12/11		83,800		83,900		82,400		82,400		1,044

								2018/12/12		82,900		83,200		82,800		83,000		428

								2018/12/13		83,200		84,300		83,200		84,200		166

								2018/12/14		84,100		84,500		83,600		84,000		171

								2018/12/17		84,500		86,000		84,100		85,700		247

								2018/12/18		85,200		85,800		84,700		84,700		266

								2018/12/19		84,600		84,900		84,300		84,300		217

								2018/12/20		84,300		84,500		83,100		83,700		496

								2018/12/21		83,400		83,400		82,500		82,700		717

								2018/12/25		82,000		82,400		81,500		82,300		1,234

								2018/12/26		82,300		83,800		82,000		82,400		421

								2018/12/27		83,700		84,000		83,300		84,000		338

								2018/12/28		83,900		83,900		83,400		83,700		71

								2019/1/4		84,000		84,500		83,700		84,400		123

								2019/1/7		85,000		86,300		84,600		84,700		234

								2019/1/8		86,200		86,300		85,900		86,100		152

								2019/1/9		86,200		86,400		86,000		86,200		188

								2019/1/10		86,700		86,700		86,000		86,200		120

								2019/1/11		86,200		86,700		86,200		86,200		146

								2019/1/15		86,900		87,000		86,300		86,900		137

								2019/1/16		87,000		87,000		86,300		86,900		271

								2019/1/17		87,000		87,000		86,200		87,000		217

								2019/1/18		86,800		87,000		86,500		86,600		144

								2019/1/21		87,100		87,100		86,600		87,000		146

								2019/1/22		87,100		87,100		86,800		86,800		69

								2019/1/23		86,700		87,300		86,700		87,000		128

								2019/1/24		87,300		87,300		86,600		86,800		131

								2019/1/25		87,300		87,500		86,800		87,000		129

								2019/1/28		87,000		88,000		87,000		87,900		158

								2019/1/29		88,100		88,400		87,900		88,400		119

								2019/1/30		88,200		88,800		88,000		88,300		285

								2019/1/31		88,600		88,700		88,400		88,700		165

								2019/2/1		88,500		88,700		88,500		88,600		46

								2019/2/4		88,800		88,900		88,600		88,800		76

								2019/2/5		88,800		88,800		88,400		88,600		104

								2019/2/6		88,700		88,700		88,500		88,600		44

								2019/2/7		88,700		88,700		87,600		88,400		156

								2019/2/8		88,100		88,600		87,100		87,700		179

								2019/2/12		87,700		88,400		87,000		87,800		96

								2019/2/13		87,700		88,400		87,000		87,600		148

								2019/2/14		87,600		87,600		86,500		86,600		173

								2019/2/15		86,400		87,700		86,100		86,300		248

								2019/2/18		86,000		86,600		85,900		85,900		414

								2019/2/19		86,200		86,900		86,000		86,400		174

								2019/2/20		86,400		86,800		86,000		86,600		44

								2019/2/21		86,700		86,800		85,900		86,200		291

								2019/2/22		86,200		86,400		85,900		86,200		80

								2019/2/25		87,800		90,800		87,600		88,700		1,709

								2019/2/26		89,100		90,300		89,100		90,200		417

								2019/2/27		90,600		91,500		90,400		90,800		380

								2019/2/28		91,300		91,500		90,000		90,300		770

								2019/3/1		91,000		91,000		89,900		90,100		142

								2019/3/4		91000		91000		90500		90,800		84

								2019/3/5		90500		90900		90300		90,500		106

								2019/3/6		90500		90700		90000		90,400		90

								2019/3/7		90100		90900		90100		90,600		59

								2019/3/8		90700		90900		90300		90,600		66

								2019/3/11		90600		90800		90400		90,800		47

								2019/3/12		90800		91000		90600		90,900		49

								2019/3/13		91000		91000		90600		91,000		147

								2019/3/14		91000		91700		91000		91,700		76

								2019/3/15		91200		91900		91200		91,900		77

								2019/3/18		92000		93100		92000		92,800		145

								2019/3/19		93000		94100		93000		93,400		206

								2019/3/20		94000		94500		93700		94,500		105

								2019/3/22		95000		95600		95000		95,500		164

								2019/3/25		97000		97200		96200		96,600		296

								2019/3/26		96900		96900		96000		96,700		319

								2019/3/27		96900		96900		96100		96,500		321

								2019/3/28		96800		96800		96200		96,800		305

								2019/3/29		96900		97100		96500		97,100		397

								2019/4/1		97200		97200		96600		96,600		284

								2019/4/2		96700		97000		96000		96,000		247

								2019/4/3		96900		97000		96400		97,000		115

								2019/4/4		96500		97000		96300		96,300		272

								2019/4/5		96600		96900		96300		96,900		55

								2019/4/8		96900		97000		96600		97,000		189

								2019/4/9		96900		96900		96400		96,600		225

								2019/4/10		97000		97000		96000		96,300		304

								2019/4/11		96600		96600		96100		96,300		151

								2019/4/12		96500		96500		96000		96,100		254

								2019/4/15		96100		96400		95900		96,300		94

								2019/4/16		96600		96700		96400		96,600		79

								2019/4/17		96600		96800		96500		96,800		217

								2019/4/18		96600		96800		96100		96,200		210

								2019/4/19		96300		96600		96300		96,300		55

								2019/4/22		96900		96900		96300		96,500		168

								2019/4/23		96800		96900		96000		96,900		297

								2019/4/24		96900		96900		96300		96,900		161

								2019/4/25		96900		97000		96700		96,900		134

								2019/4/26		97000		97100		96700		97,100		247

								2019/5/7		97200		97400		96400		97,300		185

								2019/5/8		97000		97100		96600		97,000		244

								2019/5/9		97000		97500		96800		97,100		117

								2019/5/10		96800		97100		96800		96,800		222

								2019/5/13		97100		97300		96800		97,100		204

								2019/5/14		97100		97100		96500		97,000		316

								2019/5/15		96900		97100		96900		96,900		117

								2019/5/16		97300		97300		97000		97,000		108

								2019/5/17		97300		97500		97200		97,200		159

								2019/5/20		97500		97600		97100		97,600		196

								2019/5/21		97600		98000		97200		98,000		250

								2019/5/22		98300		98300		97500		97,800		263

								2019/5/23		97900		98000		97500		97,800		257

								2019/5/24		97800		98200		97800		98,200		151

								2019/5/27		98400		98700		98000		98,300		247

								2019/5/28		98500		98700		98200		98,600		278

								2019/5/29		98600		98900		98500		98,700		351

								2019/5/30		98800		99300		98700		99,000		440

								2019/5/31		99100		99300		98400		98,400		476

								2019/6/3		98400		98900		98100		98,400		145

								2019/6/4		98200		98700		98200		98,500		154

								2019/6/5		98400		98900		98300		98,400		269

								2019/6/6		98400		98900		98400		98,900		117

								2019/6/7		98600		99100		98600		99,100		247

								2019/6/10		99300		99600		99100		99,300		546

								2019/6/11		99500		99600		99100		99,200		298

								2019/6/12		99300		99700		99300		99,600		345

								2019/6/13		99000		99300		98000		98,600		979

								2019/6/14		99000		99300		98900		99,000		322

								2019/6/17		99400		99500		99000		99,400		262

								2019/6/18		99700		99700		99200		99,500		456

								2019/6/19		99600		99600		99200		99,600		370

								2019/6/20		99300		99600		99200		99,600		370

								2019/6/21		99500		99600		99400		99,600		449

								2019/6/24		99500		100000		99300		99,800		470

								2019/6/25		99500		100000		99400		99,400		457

								2019/6/26		96000		97000		95900		96,300		921

								2019/6/27		96900		97200		96500		96,900		295

								2019/6/28		98000		98000		96600		96,800		368

								2019/7/1		96900		97400		96900		97,200		179

								2019/7/2		97600		97600		97200		97,500		261

								2019/7/3		97800		98100		97200		97,300		187

								2019/7/4		97600		97600		97000		97,400		350

								2019/7/5		97500		97600		97200		97,500		186

								2019/7/8		97200		97900		97200		97,900		160

								2019/7/9		97900		97900		97500		97,800		84

								2019/7/10		97900		98200		97500		97,500		234

								2019/7/11		98000		98100		97700		98,100		40

								2019/7/12		97700		98000		97600		98,000		121

								2019/7/16		98200		98200		97800		97,900		181

								2019/7/17		97700		97900		97600		97,900		89

								2019/7/18		97900		97900		97200		97,200		205

								2019/7/19		97200		97900		97200		97,300		63

								2019/7/22		97800		97800		97300		97,400		77

								2019/7/23		97300		97500		97200		97,400		84

								2019/7/24		97200		97600		97200		97,500		60

								2019/7/25		97500		97800		97500		97,800		105

								2019/7/26		97500		98000		97500		98,000		183

								2019/7/29		98000		98100		97400		97,800		175

								2019/7/30		97600		98000		97400		97,700		125

								2019/7/31		97700		97900		97600		97,800		58

								2019/8/1		97900		98200		97600		98,000		173

								2019/8/2		98000		98000		97600		97,900		73

								2019/8/5		97900		98200		97400		97,500		285

								2019/8/6		97500		98000		97100		97,700		139

								2019/8/7		98100		98100		97100		97,400		171

								2019/8/8		97300		97900		97200		97,400		123

								2019/8/9		97700		97900		97400		97,700		38

								2019/8/13		97700		97800		97600		97,800		49

								2019/8/14		97600		97900		97300		97,500		140

								2019/8/15		97800		97900		97100		97,300		172

								2019/8/16		97800		97900		97400		97,600		116

								2019/8/19		97900		98000		97500		97,800		204

								2019/8/20		98000		98100		97800		98,000		103

								2019/8/21		98000		98500		98000		98,400		225

								2019/8/22		98400		98400		97700		97,900		268

								2019/8/23		97700		98000		97300		97,600		275

								2019/8/26		97300		97500		96500		96,700		645

								2019/8/27		97100		97300		96900		97,200		71

								2019/8/28		97000		97100		96500		96,800		274

								2019/8/29		96800		96800		96400		96,500		209

								2019/8/30		96800		96800		96400		96,500		152

								2019/9/2		96600		96900		96600		96,700		108

								2019/9/3		97200		98300		96900		98,000		360

								2019/9/4		98000		100200		98000		99,000		470

								2019/9/5		99000		100200		98700		99,600		516

								2019/9/6		99500		100000		99300		100,000		148

								2019/9/9		99800		100000		99600		99,900		218

								2019/9/10		99900		100500		99600		100,000		349

								2019/9/11		100200		100500		99200		99,300		261

								2019/9/12		99400		100000		98800		99,700		308

								2019/9/13		99700		100500		99600		99,900		440

								2019/9/17		100200		100200		100000		100,200		172

								2019/9/18		100200		100400		99900		99,900		322

								2019/9/19		100300		100300		100000		100,300		228

								2019/9/20		100400		100500		100100		100,400		401

								2019/9/24		100300		101000		100300		100,800		279

								2019/9/25		101100		102000		100800		102,000		310

								2019/9/26		102000		103500		102000		103,400		292

								2019/9/27		103400		104300		103100		103,700		232

								2019/9/30		103700		104800		102400		103,000		259

								2019/10/1		103500		104000		102600		103,500		215

								2019/10/2		104000		104400		103500		103,900		142

								2019/10/3		103900		104700		103800		104,700		86

								2019/10/4		104700		107100		104700		105,900		376

								2019/10/7		107100		108100		106500		108,000		342

								2019/10/8		108100		109000		108000		108,900		441

								2019/10/9		108300		110200		108200		109,900		456

								2019/10/10		110400		111100		109700		109,900		444

								2019/10/11		109700		110000		108500		108,600		773

								2019/10/15		107500		110700		107500		108,100		401

								2019/10/16		107900		109700		107900		108,700		311

								2019/10/17		108700		109400		108000		108,500		159

								2019/10/18		109000		109000		107900		108,300		187

								2019/10/21		108400		109000		108400		109,000		109

								2019/10/23		109700		110800		109500		110,000		326

								2019/10/24		110200		110900		109600		110,600		120

								2019/10/25		111000		111100		109700		110,200		370

								2019/10/28		110300		111400		110300		111,000		189

								2019/10/29		111400		112200		111400		112,100		334

								2019/10/30		112500		112900		111500		112,100		327

								2019/10/31		113500		114000		112100		113,600		431

								2019/11/1		114600		116000		114500		115,900		277

								2019/11/5		118100		120000		117600		118,700		566

								2019/11/6		119900		120800		114600		116,300		732

								2019/11/7		113200		114800		110600		111,000		1018

								2019/11/8		111000		111700		105000		105,600		1695

								2019/11/11		104300		109500		103400		108,300		712

								2019/11/12		112000		112700		109500		109,600		420

								2019/11/13		108300		108800		106600		108,400		312

								2019/11/14		107200		110400		107000		110,000		241

								2019/11/15		111400		112700		110500		110,600		312

								2019/11/18		111600		112300		110700		112,200		214

								2019/11/19		113200		114900		112500		114,700		480

								2019/11/20		114800		114900		112300		113,700		315

								2019/11/21		113300		113500		111800		112,400		219

								2019/11/22		113100		113300		111600		112,000		181

								2019/11/25		112400		113000		111700		111,700		156

								2019/11/26		111800		113700		111800		113,300		172

								2019/11/27		113300		113300		112100		113,100		166

								2019/11/28		113100		114500		112900		113,400		222

								2019/11/29		113800		113900		112200		112,400		186

								2019/12/2		112800		113100		110700		111,100		489

								2019/12/3		111000		114000		110900		113,200		425

								2019/12/4		113000		113800		112700		113,600		112

								2019/12/5		113900		114000		112700		113,600		278

								2019/12/6		113800		113900		113500		113,800		155

								2019/12/9		113800		113900		113000		113,500		227

								2019/12/10		113100		114100		113100		113,900		382

								2019/12/11		113900		114300		113300		113,800		96

								2019/12/12		113400		114100		113400		114,000		154

								2019/12/13		114100		114100		112800		112,900		405

								2019/12/16		112800		113400		112800		113,400		48

								2019/12/17		113400		114000		113100		113,300		256

								2019/12/18		113500		113500		112800		113,200		360

								2019/12/19		113200		113400		113200		113,200		196

								2019/12/20		111600		111700		110000		110,300		1103

								2019/12/23		106400		106400		103200		103,900		2495

								2019/12/24		103000		104500		103000		103,200		737

								2019/12/25		103900		104200		103500		104,100		327

								2019/12/26		104000		105600		103500		103,800		700

								2019/12/27		102600		104200		102600		103,800		344

								2019/12/30		104100		104500		103800		103,900		238

								2020/1/6		104600		104600		103700		104,000		377

								2020/1/7		105100		105100		104500		105,000		154

								2020/1/8		105100		107000		105100		105,500		468

								2020/1/9		107200		107200		105600		106,500		110

								2020/1/10		107200		108800		106700		107,700		180

								2020/1/14		107700		108300		106700		107,800		364

								2020/1/15		108400		108700		108000		108,000		169

								2020/1/16		110000		110000		108100		108,800		145

								2020/1/17		108800		108900		108200		108,700		317

								2020/1/20		108700		108700		108300		108,300		104

								2020/1/21		108300		109000		108300		108,600		144

								2020/1/22		108600		108700		108500		108,600		67

								2020/1/23		108300		108500		108000		108,000		113

								2020/1/24		107700		107700		105400		106,000		344

								2020/1/27		106300		106400		102100		102,100		488

								2020/1/28		103300		105600		102700		104,800		316

								2020/1/29		105000		105500		104900		105,000		117

								2020/1/30		105400		105400		104400		104,400		74

								2020/1/31		104400		104900		104400		104,900		167

								2020/2/3		103500		103600		102400		103,400		259

								2020/2/4		103500		104000		103400		103,900		249

								2020/2/5		104000		104000		103000		103,300		195

								2020/2/6		103500		103700		103300		103,700		257

								2020/2/7		103700		103700		103300		103,300		91

								2020/2/10		103500		103700		103200		103,400		153

								2020/2/12		103700		103900		103300		103,900		102

								2020/2/13		103700		104900		103700		104,700		180

								2020/2/14		103900		104600		103800		104,200		244

								2020/2/17		104500		104900		104100		104,300		97

								2020/2/18		104200		104200		103800		103,900		60

								2020/2/19		103700		104100		103700		104,100		23

								2020/2/20		105000		105000		104400		104,700		430

								2020/2/21		104,600		105,600		104,600		105,600		287



上場来投資口価格及び出来高推移



出来高	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	3469	819	180	136	209	351	246	104	175	853	511	277	383	458	368	347	113	152	204	504	331	197	702	376	242	144	158	329	132	230	423	96	255	162	54	79	116	87	285	363	619	443	589	242	493	579	358	562	465	413	272	1044	428	166	171	247	266	217	496	717	1234	421	338	71	123	234	152	188	120	146	137	271	217	144	146	69	128	131	129	158	119	285	165	46	76	104	44	156	179	96	148	173	248	414	174	44	291	80	1709	417	380	770	142	84	106	90	59	66	47	49	147	76	77	145	206	105	164	296	319	321	305	397	284	247	115	272	55	189	225	304	151	254	94	79	217	210	55	168	297	161	134	247	185	244	117	222	204	316	117	108	159	196	250	263	257	151	247	278	351	440	476	145	154	269	117	247	546	298	345	979	322	262	456	370	370	449	470	457	921	295	368	179	261	187	350	186	160	84	234	40	121	181	89	205	63	77	84	60	105	183	175	125	58	173	73	285	139	171	123	38	49	140	172	116	204	103	225	268	275	645	71	274	209	152	108	360	470	516	148	218	349	261	308	440	172	322	228	401	279	310	292	232	259	215	142	86	376	342	441	456	444	773	401	311	159	187	109	326	120	370	189	334	327	431	277	566	732	1018	1695	712	420	312	241	312	214	480	315	219	181	156	172	166	222	186	489	425	112	278	155	227	382	96	154	405	48	256	360	196	1103	2495	737	327	700	344	238	377	154	468	110	180	364	169	145	317	104	144	67	113	344	488	316	117	74	167	259	249	195	257	91	153	102	180	244	97	60	23	430	287	始値	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	高値	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	433	84	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	安値	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	終値	43370	43371	43374	43375	43376	43377	43378	43382	43383	43384	43385	43388	43389	43390	43391	43392	43395	43396	43397	43398	43399	43402	43403	43404	43405	43406	43409	43410	43411	43412	43413	43416	43417	43418	43419	43420	43423	43424	43425	43426	43430	43431	43432	43433	43434	43437	43438	43439	43440	43441	43444	43445	43446	43447	43448	43451	43452	43453	43454	43455	43459	43460	43461	43462	43469	43472	43473	43474	43475	43476	43480	43481	43482	43483	43486	43487	43488	43489	43490	43493	43494	43495	43496	43497	43500	43501	43502	43503	43504	43508	43509	43510	43511	43514	43515	43516	43517	43518	43521	43522	43523	43524	43525	43528	43529	43530	43531	43532	43535	43536	43537	43538	43539	43542	43543	43544	43546	43549	43550	43551	43552	43553	43556	43557	43558	43559	43560	43563	43564	43565	43566	43567	43570	43571	43572	43573	43574	43577	43578	43579	43580	43581	43592	43593	43594	43595	43598	43599	43600	43601	43602	43605	43606	43607	43608	43609	43612	43613	43614	43615	43616	43619	43620	43621	43622	43623	43626	43627	43628	43629	43630	43633	43634	43635	43636	43637	43640	43641	43642	43643	43644	43647	43648	43649	43650	43651	43654	43655	43656	43657	43658	43662	43663	43664	43665	43668	43669	43670	43671	43672	43675	43676	43677	43678	43679	43682	43683	43684	43685	43686	43690	43691	43692	43693	43696	43697	43698	43699	43700	43703	43704	43705	43706	43707	43710	43711	43712	43713	43714	43717	43718	43719	43720	43721	43725	43726	43727	43728	43732	43733	43734	43735	43738	43739	43740	43741	43742	43745	43746	43747	43748	43749	43753	43754	43755	43756	43759	43761	43762	43763	43766	43767	43768	43769	43770	43774	43775	43776	43777	43780	43781	43782	43783	43784	43787	43788	43789	43790	43791	43794	43795	43796	43797	43798	43801	43802	43803	43804	43805	43808	43809	43810	43811	43812	43815	43816	43817	43818	43819	43822	43823	43824	43825	43826	43829	43836	43837	43838	43839	43840	43844	43845	43846	43847	43850	43851	43852	43853	43854	43857	43858	43859	43860	43861	43864	43865	43866	43867	43868	43871	43873	43874	43875	43878	43879	43880	43881	43882	92300	92600	93100	93800	93600	93000	93100	93000	93000	91800	91700	92200	92100	91600	91500	91800	91500	91300	92000	91000	90900	90000	88300	88100	88000	88600	88900	88600	88300	88400	88100	88200	88100	88000	88300	88000	88100	88300	87700	87100	85700	85600	86100	86500	85800	85200	85200	84700	84300	84300	84100	82400	83000	84200	84000	85700	84700	84300	83700	82700	82300	82400	84000	83700	84400	84700	86100	86200	86200	86200	86900	86900	87000	86600	87000	86800	87000	86800	87000	87900	88400	88300	88700	88600	88800	88600	88600	88400	87700	87800	87600	86600	86300	85900	86400	86600	86200	86200	88700	90200	90800	90300	90100	90800	90500	90400	90600	90600	90800	90900	91000	91700	91900	92800	93400	94500	95500	96600	96700	96500	96800	97100	96600	96000	97000	96300	96900	97000	96600	96300	96300	96100	96300	96600	96800	96200	96300	96500	96900	96900	96900	97100	97300	97000	97100	96800	97100	97000	96900	97000	97200	97600	98000	97800	97800	98200	98300	98600	98700	99000	98400	98400	98500	98400	98900	99100	99300	99200	99600	98600	99000	99400	99500	99600	99600	99600	99800	99400	96300	96900	96800	97200	97500	97300	97400	97500	97900	97800	97500	98100	98000	97900	97900	97200	97300	97400	97400	97500	97800	98000	97800	97700	97800	98000	97900	97500	97700	97400	97400	97700	97800	97500	97300	97600	97800	98000	98400	97900	97600	96700	97200	96800	96500	96500	96700	98000	99000	99600	100000	99900	100000	99300	99700	99900	100200	99900	100300	100400	100800	102000	103400	103700	103000	103500	103900	104700	105900	108000	108900	109900	109900	108600	108100	108700	108500	108300	109000	110000	110600	110200	111000	112100	112100	113600	115900	118700	116300	111000	105600	108300	109600	108400	110000	110600	112200	114700	113700	112400	112000	111700	113300	113100	113400	112400	111100	113200	113600	113600	113800	113500	113900	113800	114000	112900	113400	113300	113200	113200	110300	103900	103200	104100	103800	103800	103900	104000	105000	105500	106500	107700	107800	108000	108800	108700	108300	108600	108600	108000	106000	102100	104800	105000	104400	104900	103400	103900	103300	103700	103300	103400	103900	104700	104200	104300	103900	104100	104700	105600	











大口投資主

						氏名又は名称 シメイ マタ メイショウ		所有投資口数（口） ショユウ トウシ クチ スウ クチ		保有比率 ホユウ ヒリツ

				1		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ		2,235		4.85%				4.855%

				2		大和信用金庫		1,500		3.25%				3.258%

				3		個人 コジン		1,200		2.60%				2.606%

				4		株式会社福邦銀行 カブシキガイシャ フクホウ ギンコウ		980		2.12%				2.129%

				5		岡崎信用金庫 オカザキ		928		2.01%				2.016%

				6		個人 コジン		597		1.29%				1.297%

				7		九州ひぜん信用金庫		553		1.20%				1.201%

				8		個人 コジン		535		1.16%				1.162%

				9		株式会社福岡銀行 カブシキガイシャ フクオカ ギンコウ		470		1.02%				1.021%

				10		CACEIS BANK FOR CA SA/CAT-CL 3RD PARTY		450		0.97%				0.977%

						合計 ゴウケイ		9,448		20.52%				20.522%

						ALL		46,039





投資主シェア

						reserved-43646x1F										reserved-43465x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		80.3%				■		個人・その他 コジン タ		37,350口		81.1%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		9.1%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		3,928口		8.5%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		9.6%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,621口		10.0%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		1.0%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		140口		0.3%

						計 ケイ		46,039口		100.0%						計 ケイ		46,039口		100.0%





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		97.5%				■		個人・その他 コジン タ		4,041名		97.6%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		0.4%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		17名		0.4%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		1.8%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		72名		1.7%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		0.3%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		10名		0.2%

						計 ケイ		4,531名		100.0%						計 ケイ		4,140名		100.0%



						reserved-43830x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		34,250口		▲ 2,733口

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		6,632口		2,452口

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		4,283口		▲ 132口

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		874口		413口

						計 ケイ		46,039口		46,039口		0口





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		4,426名		10名

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		23名		3名

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		82名		0名

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		17名		4名

						計 ケイ		4,531名		4,548名		17名





借入状況

				reserved-43830x1F

				区分		借入先		残高
(百万円)		利率		借入日		返済期限		摘要

				長期		株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行 カブシキガイシャ アシカガ ギンコウ		4,933		0.70136%		reserved-43374x1F		reserved-47026x1F		無担保
無保証

						合計 ゴウケイ		4,933		－		－		－		－

								返済後残高 ヘンサイ ゴ ザンダカ								2018/12期
実績 キ ジッセキ		2019/6期
実績 キ ジッセキ		2019/12期
実績 キ ジッセキ		2020/6期
予想 キ ヨソウ		2020/12期
予想 キ ヨソウ		2021/6期
予想 キ ヨソウ

						新生 シンセイ		1,237,628,940		25.1%						57.7%		53.2%		53.5%		52.3%		52.0%		51.2%

						SMBC		1,237,628,940		25.1%

						中国 チュウゴク		934,765,064		18.9%

						足利 アシカガ		542,163,736		11.0%

						徳島 トクシマ		467,382,533		9.5%

						伊予 イヨ		280,429,520		5.7%

						高知 コウチ		233,691,267		4.7%

								4,933,690,000		100.00%



ＬＴＶ推移



[値]



[値]
[値]

2018/12期	
実績	2019/6期	
実績	2019/12期	
実績	2020/6期	
予想	2020/12期	
予想	2021/6期	
予想	0.57699999999999996	0.53200000000000003	0.53500000000000003	0.52300000000000002	0.52	0.51200000000000001	




賃貸事業収支

				201912期 キ														（円） エン																				（千円） セン エン

						賃貸事業収入比率 チンタイ ジギョウ シュウニュウ ヒリツ		6.85%		11.13%		6.16%		66.19%		9.66%

								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										TI龍ヶ崎
太陽光発電所 リュウガサキ タイヨウコウ ハツデン ショ		TI牛久
太陽光発電所 ウシク		TI鹿沼
太陽光発電所 カヌマ		TI矢吹
太陽光発電所 ヤブキ		TI釧路
太陽光発電所 クシロ		合計 ゴウケイ

								第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期										第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期

								2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～										2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～

								reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F										reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入																				再エネ発電設備等の賃貸収入

						最低保証賃料		24,311,778		38,740,878		22,396,728		240,882,264		33,026,988		359,358,636								最低保証賃料		24,311		38,740		22,396		240,882		33,026		359,358

						実績連動賃料		611,282		1,760,828		－		－		2,142,579		4,514,689								実績連動賃料		611		1,760		－		－		2,142		4,514

						付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27,745		－		－		27,745								付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27		－		－		27

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A）		24,923,060		40,501,706		22,424,473		240,882,264		35,169,567		363,901,070								賃貸収入（小計A）		24,923		40,501		22,424		240,882		35,169		363,901

						比率 ヒリツ		6.8%		11.1%		6.2%		66.2%		9.7%		100.00%								比率 ヒリツ		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.10%								6.5		10.6		6.1		66.6		10.2		100

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用																				再エネ発電設備等の賃貸費用

						公租公課		1,812,000		2,796,000		1,722,000		18,331,000		3,296,000		27,957,000								公租公課		1,812		2,796		1,722		18,331		3,296		27,957

						修繕費		36,200		127,540		535,000		1,695,000		108,000		2,501,740								修繕費		36		127		535		1,695		108		2,501

						保険料		203,868		343,102		224,966		2,508,865		364,043		3,644,844								保険料		203		343		224		2,508		364		3,644

						減価償却費		10,841,064		17,512,620		11,403,761		122,745,096		16,020,294		178,522,835								減価償却費		10,841		17,512		11,403		122,745		16,020		178,522

						支払地代				933,671		1,156,910		2,273,630		641,148		5,005,359								支払地代		－		933		1,156		2,273		641		5,005

						信託報酬		500,510		499,276		498,504		601,104		510,284		2,609,678								信託報酬		500		499		498		601		510		2,609

						その他賃貸費用		3,200		3,700		3,800		4,100		3,800		18,600								その他賃貸費用		3		3		3		4		3		18

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B）		13,396,842		22,215,909		15,544,941		148,158,795		20,943,569		220,260,056								賃貸費用（小計B）		13,396		22,215		15,544		148,158		20,943		220,260

				再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526,218		18,285,797		6,879,532		92,723,469		14,225,998		143,641,014						再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526		18,285		6,879		92,723		14,225		143,641

						NOI		22,367,282		35,798,417		18,283,293		215,468,565		30,246,292		322,163,849								NOI		22,367		35,798		18,283		215,468		30,246		322,163

						固都税・償却除く費用 コトゼイ ショウキャク ノゾ ヒヨウ		743,778		1,907,289		2,419,180		7,082,699		1,627,275		192,303,056



								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ

						信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ		444,578,959		738,448,987		487,927,413		5,278,039,359		744,943,707		7,693,938,425								信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(26,998,710)		(43,781,550)		(28,478,250)		(306,862,740)		(40,050,735)		(446,171,985)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン		495,000				197,800						692,800								信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(48,510)				(26,998)						(75,508)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託土地 シンタク トチ		141,209,730		150,678,208				602,391,670				894,279,608								信託土地 シンタク トチ

						信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ												0								信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ

				有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				559,236,469		845,345,645		459,619,965		5,573,568,289		704,892,972		8,142,663,340						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン

						信託借地権 シンタク シャクチケン		-		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037								信託借地権 シンタク シャクチケン

				無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				0		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン

						合計 ゴウケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								合計 ゴウケイ



						設備部分 セツビ ブ フン		418,026,739		694,667,437		459,619,965		4,971,176,619		704,892,972		7,248,383,732								設備部分 セツビ ブ フン

						不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン		141,209,730		171,085,189		43,936,482		619,950,283		30,166,961		1,006,348,645								不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン

						計 ケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								計 ケイ

						NOI利回り リマワ		11.8%		12.2%		11.7%		12.0%		12.5%		12.0%

						NCF利回り リマワ		7.9%		8.2%		7.2%		7.6%		8.2%		7.7%

		期初 キショ				7/1/19

		期末 キマツ				12/31/19

		日数 ニッスウ				184
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残存期間

																										Y		M		D

				取得予定日 シュトク ヨテイビ				9/27/18																基準日 キジュンビ		2019		12		31



				物件番号		物件名称		認定日		供給開始日		調達期間								残存調達		調達価格（注5）

								（注1）		（注2）		満了日		分解 ブンカイ						期間												当年度 トウ ネンド		終期年度 シュウキ ネンド								基準日月 キジュンビ ヅキ		終期月 シュウキ ツキ

												（注3）		Y		M		D		（注4）										年数 ネンスウ		残存月数 ザンゾン ツキ スウ		月数 ツキ スウ		

Hidechika_Mayama: 始期月と終期月の合計月数を算出
		

Hidechika_Mayama: 12か月を超える場合は、12を引く		修正年数 シュウセイ ネンスウ		残存日数 ザンゾン ニッスウ		残存日数 ザンゾン ニチ スウ		合計 ゴウケイ		修正月数 シュウセイ ツキスウ		満了前月末 マンリョウ ゼンゲツ マツ

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		reserved-41564x1F		reserved-41757x1F		reserved-49061x1F		2034		4		27		15年7か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		3		3		3		14.0				27		27		4.0		reserved-49034x1F

				2		TI牛久太陽光発電所		reserved-41624x1F		reserved-41942x1F		reserved-49246x1F		2034		10		29		16年1か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		9		9		9		14.0				29		29		10.0		reserved-49217x1F

				3		TI鹿沼太陽光発電所		reserved-41604x1F		reserved-42061x1F		reserved-49365x1F		2035		2		25		16年5か月		36円/kWh				2020		2035		15		0		1		1		1		15.0				25		25		2.0		reserved-49340x1F

				4		TI矢吹太陽光発電所		reserved-41306x1F		reserved-42088x1F		reserved-49392x1F		2035		3		24		16年6か月		40円/kWh				2020		2035		15		0		2		2		2		15.0				24		24		3.0		reserved-49368x1F

				5		TI釧路太陽光発電所		reserved-41407x1F		reserved-42706x1F		reserved-50010x1F		2036		12		1		18年2か月		36円/kWh				2020		2036		16		0		11		11		11		16.0				1		1		11.0		reserved-50009x1F								分解 ブンカイ

																																								888.0								30.0						15.3		年 ネン		0.3		年 ネン

				（注1）「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について改正前の再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各取得予定資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。

				（注2）「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転（試運転を除きます。）を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。																																																												分解 ブンカイ

				（注3）「調達期間満了日」は、各取得予定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。																																																月ベース変換 ツキ ヘンカン		15		年 ネン		3.6		か月 ツキ				3.0		0.6

				（注4）「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、当該資産の取得予定日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げで算出しています。

				（注5）「調達価格」は、各取得予定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。																																														平均残存調達期間 ヘイキン ザンゾン チョウタツ キカン				15		年 ネン		4		か月 ツキ

















































































































































































































































































































































































制度動向

						制度の趣旨		2020年1月末日までの状況		制度の導入予定

				導管性 ドウカン セイ		一定の要件を満たした投資法人について、配当等の額を損金の額に算入することが可能となり、実質的に法人税が非課税となる仕組み。		現行は、再生可能エネルギー発電設備の取得期限が2020年3月31日までとされているが、2019年12月20日公表された「令和2年度税制改正の大綱」において、取得期限の３年延長が明記された。 ゲンコウ サイセイ カノウ ハツデン セツビ シュトク キゲン ネン ツキ ニチ ネン ツキ ニチ コウヒョウ レイワ ネン ド ゼイセイ カイセイ タイコウ シュトク キゲン ネン エンチョウ メイキ		－

				発電側
基本料金		送配電網の利用料金として、小売電気事業者が販売した電気の量に応じて託送料金を負担しているが、系統利用者である発電事業者側にも受益に応じた費用負担を求めようとするもの。		FIT価格が29円以上の太陽光発電については調整措置の対象外とすることが提案されたが、調達価格等算定委員会において、一定の調整措置が設けられる方向で議論されている。		2023年度から導入される予定(2020年度内に方針決定、2022年度末までにシステム構築)。 ドウニュウ ヨテイ

				廃棄等費用の確保 カクホ		太陽光発電設備の廃棄等費用について、積立が義務化されているものの実施率が低いことから、積立を確実にしようとするもの。		2019年12月、パネル出力容量に応じた積立が望ましいとしながらも第三者機関が管理する外部積立における徴収システムの問題から売電量に応じた積立とすること、及び上場インフラファンド等においては内部積立を選択できることが提案され、2020年1月にパブリックコメントが募集された。		2022年度に導入される予定。 ドウニュウ ヨテイ





パイプライン



						No.		所在地		運転開始年月		パネル出力（kW）		調達価格 チョウタツ カカク				パネル出力（kW）

				運営中		1		鳥取県米子市		41426		1,764 kW		40円/kWh				1,764.00		40

						2		徳島県美馬市		41791		1,470 kW		36円/kWh				1,470.00		36

						3		福島県南相馬市		42064		1,164 kW		36円/kWh				1,164.80		36

						4		茨城県鉾田市		42064		2,399 kW		40円/kWh				2,399.04		40

						5		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						6		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						7		福島県相馬市		42430		1,528 kW		36円/kWh				1,528.80		36

						8		福島県相馬市		42430		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						9		愛媛県北宇和郡		42430		2,374 kW		36円/kWh				2,374.40		36

						10		北海道根室市		2016年3月（2号）		2,984 kW		36円/kWh				2,984.80		36

										2016年7月（1、3、4、5号）								0.00

						11		北海道室蘭市		42461		2,038 kW		36円/kWh				2,038.40		36

						12		岡山県新見市		42522		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						13		愛媛県南宇和郡		42583		1,310 kW		32円/kWh				1,310.40		32

						14		北海道標津郡		42675		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						15		北海道川上郡		42795		1,262 kW		40円/kWh				1,262.10		40

						16		岡山県赤磐市		42795		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						17		鹿児島県霧島市		42979		17,140 kW		40円/kWh				17,140.20		40

						18		岡山県岡山市		43040		2,116 kW		36円/kWh				2,116.80		36

						19		北海道上川郡		43070		2,371 kW		40円/kWh				2,371.20		40

						20		岡山県岡山市		43101		2,043 kW		36円/kWh				2,043.36		36

						21		北海道阿寒郡		43160		6,026 kW		36円/kWh				6,026.40		36

						22		北海道根室市		43497		1,694 kW		21円/kWh				1,694.00		21

				開発中		23		福島県南相馬市		2020年5月予定		31,839 kW		36円/kWh				31,839.06		36

						24		高知県四万十市		2021年6月予定		36,000 kW		36円/kWh				36,000.00		36



				アドバンテック資料を基に、本資産運用会社作成

				2019年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資 基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。

				上記各物件のうち未稼働（開発中）のものに係る運転開始年月及び発電出力については、あくまで2019年12月31日現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転開始されず、また、上記の 発電出力による運転が困難となる可能性があります。

																								調達価格 チョウタツ カカク		パネル出力（kW）

																								40.0		24,937 kW

																								36.0		101,817 kW

																								32.0		1,310 kW

																								21.0		1,694 kW

																								計 ケイ		129,758 kW

																										129,758.16





超過分配規程

				継続的
利益超過分配金 ケイゾクテキ リエキ チョウカ ブンパイキン		原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。

				一時的
利益超過分配金 イチジテキ		・新投資口発行等の資金調達
・大規模修繕・点検等
・地震・風水害等の自然災害
・火災等の事故
・想定外の天候不順
・出力制御による売電収入の減少
・訴訟和解金の支払
・設備の売却損の発生
・その他の一時的要因
により、1口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、継続的な利益超過分配の分配額と合わせて60％を上限とする。





AD概要

				アドバンテックの概要（2019年12月31日現在）

				社名		株式会社アドバンテック

				設立		34820

				代表者		山名正英、首藤信生

				資本金		4,150万円

				事業内容		・真空配管部品及び真空排気管製造
・半導体向けガス配管及び真空配管製造
・各種機械加工
・半導体製造装置向け部品製造
・半導体製造装置関連部品輸入販売
・半導体向け化成品の製造販売
・テスト用ウェーハ販売
・太陽光関連事業
・測定装置販売

				本店所在地		東京本社

						〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館25F

						愛媛本社

						〒793-0046　愛媛県西条市港293-1

				従業員数		計309名（男218名　女91名）　※グループ会社等含みません

				海外拠点		アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、中国等







他社比較

						2016年		2017年		2017年		2018年		2018年		2019年		2019年

				タカラ		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期

				ALL		¥3,121		¥3,021		¥3,586		¥3,976		¥3,871		¥3,826

				利益 リエキ		¥3,121		¥3,021		¥3,123		¥3,512		¥3,521		¥3,492

				資本払戻 シホン ハラ モド						¥463		¥464		¥350		¥334

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						412		452		566		566

				割合 ワリアイ						13%		12%		8%		8%

				いちご				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ

				ALL				¥2,139				¥4,226				¥3,865

				利益 リエキ				¥869				¥2,046				¥1,680

				資本払戻 シホン ハラ モド				¥1,270				¥2,180				¥2,185

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				326				636				636

				割合 ワリアイ				40%				35%				35%

				ＲＪ						7月期		1月期		7月期		1月期

				ALL						¥476		¥3,258		¥3,249		¥3,272

				利益 リエキ								¥1,913		¥1,917		¥1,753

				一時差異 イチジ サイ						¥476		¥789				¥118

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥556		¥1,332		¥1,401

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ								173		278		406

				割合 ワリアイ								13%		33%		33%

				ＣＳ								6月期 ツキ キ		12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL								¥2,350		¥3,600		¥3,650

				利益 リエキ								¥1,542		¥1,783		¥3,073

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥808		¥1,817		¥577

				減価償却費百万円 ゲンカ ショウキャク ヒ ヒャクマンエン								743		713		813

				割合 ワリアイ								20%		59%		16%

				東京インフラ トウキョウ										12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL										¥651		¥4,203

				利益 リエキ										¥0		¥0

				一時差異 イチジ サイ										¥205		¥3,116

				資本払戻 シホン ハラ モド										¥446		¥1,087

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										89		178

				割合 ワリアイ										22%		28%





役員会



						役員会開催状況 ヤクインカイ カイサイ ジョウキョウ



						2017年 ネン						2018年 ネン

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

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		2				20

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ



						2019年 ネン																合計 ゴウケイ

						1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		1		2		1		1		1		3		1		2		32																44		64

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ









概要





								設立 セツリツ				reserved-43018x1F

								上場日 ジョウジョウ ビ				reserved-43370x1F

								証券コード ショウケン				9285

								所在地 ショザイチ				東京都千代田区大手町二丁目１番１号　大手町野村ビル21階 チヨダク オオテマチ ノムラ カイ

								役員 ヤクイン				役　職 ヤク ショク		氏　名 シ ナ		主な兼職等 オモ ケンショク トウ

												執行役員 シッコウ ヤクイン		永森　利彦 ナガモリ トシヒコ		東京ｲﾝﾌﾗｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役社長 トウキョウ カブシキガイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

												監督役員 カントク ヤクイン		内藤　加代子 ナイトウ カヨコ		弁護士法人大江橋法律事務所 カウンセル ベンゴシ ホウジン オオエバシ ホウリツ ジム ショ

																立命館大学法科大学院 非常勤講師 リツメイカン ダイガク ホウカ ダイガクイン ヒジョウキン コウシ

																双日株式会社 社外取締役 ソウジツ カブシキガイシャ シャガイ トリシマリヤク

														丸山　貴生 マルヤマ タカシ ウ		クリフィックス税理士法人　マネージャー ゼイリシ ホウジン

								決算期 ケッサン キ				6月及び12月 ツキ オヨ ツキ

								会計監査人 カイケイ カンサ ニン				太陽有限責任監査法人 タイヨウ ユウゲン セキニン カンサ ホウジン

								投資主名簿等管理人 トウシ ヌシ メイボ トウ カンリニン				三菱UFJ信託銀行株式会社

								資産運用会社 シサン ウンヨウ ガイシャ				東京インフラアセットマネジメント株式会社
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実績

																						PL（決算期） ケッサン キ								1219修正予想 シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		予想差異 ヨソウ サイ

				項目 コウモク				2019年6月期 ネン ツキ キ		2019年12月期 ネン ツキ キ												不動産賃貸収入合計 フドウサン チンタイ シュウニュウ ゴウケイ								368,082,036		363,901,070		▲ 4,180,966

								実績 ジッセキ		2019年12月19日
修正予想 ネン ツキ ニチ シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ		予想比 ヨソウ ヒ						最低保証 サイテイ ホショウ								359,358,625		359,358,636

				営業収益 エイギョウ シュウエキ				467		368		363		▲ 5 		-1.1%						実績連動 ジッセキ レンドウ								8,723,411		4,514,689

						営業費用		284		277		277		＋0 		0.1%						駐車場使用料 チュウシャジョウ シヨウリョウ								27,745

				営業利益 エイギョウ リエキ				183		91		86		▲ 5 		-5.0%						施設使用料 シセツ シヨウ リョウ								220,923,231

				経常利益 ケイジョウ リエキ				143		51		48		▲ 3 		-5.8%						付帯収益 フタイ シュウエキ								0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				143		51		47		▲ 4 		-6.7%						解約違約金 カイヤク イヤクキン								0

				１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン				4,203円		2,195円		2,195円		±0円 エン		0.0%				←今回手入力 コンカイ テ ニュウリョク		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ								27,952,000						営業費用 エイギョウ ヒヨウ

						利益分配金 リエキ ブンパイキン		0円		857円		1,034円		＋177円		20.7%						その他収入 タ シュウニュウ										27,745				予想 ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ

						利益超過（一時差異）（注1） リエキ チョウカ イチジ サイ チュウ		3,116円		251円		0円		▲ 251円		-100.0%						不動産賃貸費用合計 フドウサン チンタイ ヒヨウ ゴウケイ								220,923,231		220,260,056				276,789,350		277,132,718		343,368

						利益超過（資本払戻）（注2） リエキ チョウカ シホン ハラ モド チュウ		1,087円		1,087円		1,161円		＋74円		6.8%								管理費(PM+BM) カンリヒ

																								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ

																								租税公課 ソゼイ コウカ						27,952,000		27,957,000

																								保険料(損害賠償) ホケンリョウ ソンガイ バイショウ						3,663,784		3,644,844

																								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						178,522,830		178,522,835

																								減価償却費(CAPEX) ゲンカ ショウキャク ヒ

																								減価償却費(資産除去債務) ゲンカ ショウキャク ヒ シサンジョキョサイム

																								信託報酬 シンタク ホウシュウ						3,276,348		2,609,678

																								修繕費 シュウゼンヒ						2,501,740		2,501,740

																								その他費用（地代等） タ ヒヨウ チダイ トウ						5,006,529		5,023,959

																						賃貸事業利益 チンタイ ジギョウ リエキ								147,158,805		143,641,014

																						営業費用 エイギョウ ヒヨウ								55,866,119		56,872,662

																								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ						1,600,000		1,600,000

																								資産運用報酬1 シサン ウンヨウ ホウシュウ						14,156,448		15,908,164

																								資産運用報酬2 シサン ウンヨウ ホウシュウ

																								資産保管手数料 シサン ホカン テスウリョウ						630,000		630,000

																								一般事務委託手数料 イッパン ジム イタク テスウ リョウ						11,410,015		11,052,422

																								投資口事務代行手数料（基本料） トウシ グチ ジム ダイコウ テスウリョウ キホン リョウ

																								投資口事務代行手数料（配当支払等） ハイトウ シハライ トウ

																								その他営業費用　合計 タ エイギョウ ヒヨウ						28,069,656		27,682,076

																										会計監査人報酬 カイケイ カンサ ニン ホウシュウ				6,900,000		6,900,000

																										税理士報酬 ゼイリシ ホウシュウ

																										弁護士報酬 ベンゴシ ホウシュウ				9,771,998		6,783,342

																										DO（会社役員賠償責任）保険 カイシャ ヤクイン バイショウ セキニン ホケン				537,422		537,422

																										通信費（運用報告書発送費） ツウシンヒ ウンヨウ ホウコクショ ハッソウ ヒ

																										運用報告作成費 ウンヨウ ホウコク サクセイ ヒ				7,896,800		5,147,300

																										有報作成費 ユウホウ サクセイ ヒ

																										マーケット調査費用（有報使用データ） チョウサ ヒヨウ ユウホウ シヨウ

																										プレスリリース作成費 サクセイ ヒ

																										ウェブサイト修正費 シュウセイ ヒ

																										決算説明会費用作成費 ケッサン セツメイカイ ヒヨウ サクセイ ヒ

																										決算IR関連費用 ケッサン カンレン ヒヨウ

																										上場維持費用 ジョウジョウ イジ ヒヨウ

																										格付継続 カク ヅ ケイゾク

																										継続鑑定 ケイゾク カンテイ						4,500,000

																										銀行支払手数料 ギンコウ シハライ テスウリョウ						1,024,190

																										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				367,794		367,800

																										その他・予備費 タ				2,595,642		2,422,022

																						営業利益 エイギョウ リエキ								91,292,686		86,768,352		▲ 4,524,334

																						NOI

																						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								1,575		1,413,643

																								受取利息 ウケトリ リソク						1,575		1,574

																								雑収入 ザツシュウニュウ								1,412,069

																						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								40,028,974		39,895,638

																								支払利息 シハライ リソク						18,100,156		17,996,246

																								長期前払費用償却 チョウキ マエバラ ヒヨウ ショウキャク						5,766,775		5,737,349

																								繰延資産償却 クリノベ シサン ショウキャク				創立費償却 ソウリツ ヒ ショウキャク		5,026,380		5,026,380

																												投資口公開関連費用 トウシ グチ コウカイ カンレン ヒヨウ		10,300,644		10,300,644

																								AGTフィー/その他 タ						835,019		835,019

																						経常利益 ケイジョウ リエキ								51,265,287		48,286,357		▲ 2,978,930

																								特別利益 トクベツ リエキ						249,244

																								特別損失 トクベツ ソンシツ

																						税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								51,514,531		48,286,357

																						法人税、住民税、事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ ジギョウゼイ								500,000		689,419

																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								51,014,531		47,596,938		▲ 3,417,593

																						前期繰越損益 ゼンキ クリコシ ソンエキ								152,921,407		152,921,407

																						当期未処分利益 トウキ ミショブン リエキ								203,935,938		200,518,345

																						金利スワップ評価損益 キンリ ヒョウカ ソンエキ								▲ 164,463,676		▲ 147,418,864

																						投信法の利益 トウシンホウ リエキ								39,472,262		53,099,481

																						一次差異等調整引当金を除く前期り越利益 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ノゾ ゼンキ コ リエキ								25,888		25,888

																						一次差異等調整引当金の上限 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ジョウゲン								11,594,045		0

																						発行済投資口数　 ハッコウ ズ トウシ グチ スウ								46,039		46,039

																						発行済投資口数 （割当増資有） ハッコウ ズ トウシ グチ スウ ワリアテゾウシ アリ								46,039		46,039

																						分配金総額（利益分配金） ブンパイキン ソウガク リエキ ブンパイキン								39,455,423.0		47,604,326.0

																						利益超過分配総額（一時差異） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク イチジ サイ								11,555,789.0		0.0

																						利益超過分配総額（資本払戻） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク シホン ハラ モド								50,044,393.0		53,451,279.0

																						利益超過分配率 リエキ チョウカ ブンパイ リツ								28.00%		29.90%

																						分配金総額 ブンパイキン ソウガク								101,055,605.0		101,055,605.0

																						1口当たり分配金（利益超過含まない） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益超過含む） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益分配） クチ ア ブンパイキン リエキ ブンパイ								857.0		1,034.0

																						1口当たり分配金（一時差異） クチ ア ブンパイキン イチジ サイ								251.0		0.0

																						1口当たり分配額（資本払戻） クチ ア ブンパイ ガク シホン ハラ モド								1,087.0		1,161.0

																						利益超過小計 リエキ チョウカ ショウケイ								1,338.0		1,161.0

																						DPU合計 ゴウケイ								2,195.0		2,195.0





分配金の内訳

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						143		152		143		0

						9				178		143

												50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	143	152	143	0	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	9	178	143	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円
により利益なし

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



予想





						項目 コウモク						2020年6月期 ネン ツキ キ		2020年12月期 ネン ツキ キ		2021年6月期 ネン ツキ キ

												予想 ヨソウ		予想 ヨソウ		予想 ヨソウ

						営業収益 エイギョウ シュウエキ				百万円 ヒャクマンエン		440		400		441

						内、最低保証賃料 ウチ サイテイ ホショウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		388		357		387

						内、実績連動賃料Ⅰ ウチ ジッセキ レンドウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		51		43		53

								営業費用		百万円 ヒャクマンエン		272		278		283

						営業利益 エイギョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		168		122		158

								営業外費用		百万円 ヒャクマンエン		38		37		49

						経常利益 ケイジョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		130		84		108

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				百万円 ヒャクマンエン		129		83		107

						１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン						3,895円		2,898円		3,425円

								利益分配金 リエキ ブンパイキン				2,810円		1,813円		2,340円

								利益超過（一時差異） リエキ チョウカ イチジ サイ		（注2） チュウ		0円		0円		0円

								利益超過（資本払戻） リエキ チョウカ シホン ハラ モド		（注3） チュウ		1,085円		1,085円		1,085円







分配金総額

										仮 カリ

						予想 ヨソウ



										2020年6月期		2020年12月期		2021年6月期

										予想		予想		予想

						A. 当期純利益（予想）		百万円 ヒャクマン エン		129 		83 		83 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		164 		164 		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		293 		247 		235 

						D. 金利スワップ評価損益		百万円 ヒャクマン エン		△ 164 		△ 164 		△ 164 

						投信法上の利益（C+D）		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－		－		11 

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		50 		50 		50 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		179 		133 		132 





						実績 ジッセキ



										2019年12月期

										実績 ジッセキ

						A. 当期純利益		百万円 ヒャクマン エン		47 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		200 

						D. 一時差異等調整引当額 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ ガク		百万円 ヒャクマン エン		152 

						利益分配金原資 (C-D) リエキ ブンパイキン ゲンシ		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		53 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		101 







分配金の内訳 (2)

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク										分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						83		71		83		71										71

						152		164		178		11										11

												50										50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	83	71	83	71	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	152	164	178	11	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



スペック



						所在地 ショザイチ		茨城県龍ヶ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ

		龍 リュウ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,456kW								所在地 ショザイチ

						パネルメーカー		REC Peak Energy								買取価格 カイトリ カカク

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"4"月"28"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ

		牛久 ウシク				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		2,284kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"10"月"30"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		栃木県鹿沼市 トチギ ケン カヌマ シ

		鹿沼 カヌマ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,370kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		安川電機株式会社 ヤスカワ デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"2"月"26"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン

		矢吹 ヤブキ				調達価格 チョウタツ カカク		40円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		12,994kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		TMEIC

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社竹中工務店 カブシキガイシャ タケナカ コウムテン

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"3"月"25"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東北電力株式会社 トウホク デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン

		釧路 クシロ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,965kW

						パネルメーカー		Jinko Solar

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社クールトレード カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2016"年"12"月"2"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		北海道電力株式会社 ホッカイドウ デンリョク カブシキガイシャ

















資産サマリ



						発電設備名称		所在地		取得価格		発電所評価額		パネル出力		調達価格 チョウタツ		残存調達期間

										（百万円）		（百万円）		（kW）		（円／kW）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ヶ崎市		564		549～677		1,456		36		14年4か月

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市		884		842～1,010		2,284		36		14年10か月

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市		509		465～584		1,370		36		15年2か月

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡		5,815		5,551～6,714		12,994		40		15年3か月

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡		752		736～903		1,965		36		16年11か月

						合計				8,524		8,143～9,888		20,072

												PwC評価		下限		上限

												龍ヶ崎		549		677

												牛久		842		1,010

												鹿沼		465		584

												矢吹		5,551		6,714

												釧路		736		903

												0		8,143		9,888

														仲値 ナカネ		9,015.5





発電量

																																				前期 ゼンキ		6/30/19

								7月 ツキ				8月 ツキ				9月 ツキ				10月 ツキ				11月 ツキ				12月 ツキ								当期 トウキ		12/31/19

						発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値								日数 ニッスウ		184

						（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)				自動計算 ジドウ ケイサン

						(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)				合計 ゴウケイ						パネル出力kWh シュツリョク		設備利用率 セツビ リヨウリツ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		167,941

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
月次発電実績プレス
値貼り付け		134,390		176,966		169,720		138,447		139,880		124,940		109,890		104,392		116,250		111,268		94,260				823,954		764,390				1,456.00		11.9%

				TI牛久太陽光発電所		264,890		209,790		279,125		272,300		218,589		227,760		197,265		168,800		164,641		185,410		176,221		148,680				1,300,731		1,212,740				2,284.80		12.0%

				TI鹿沼太陽光発電所		140,555		107,038		158,915		141,350		133,956		115,160		125,390		92,523		109,182		100,796		115,647		82,931				783,645		639,798				1,370.88		10.6%

				TI矢吹太陽光発電所		1,376,547		1,191,500		1,550,629		1,420,600		1,298,151		1,268,000		1,228,731		944,100		987,607		944,000		906,309		738,400				7,347,974		6,506,600				12,994.80		11.3%

				TI釧路太陽光発電所		185,475		191,890		191,960		175,790		180,866		224,910		192,552		181,610		168,851		210,790		159,049		162,170				1,078,753		1,147,160				1,965.60		13.2%

				合計		2,135,409		1,834,608		2,357,594		2,179,760		1,970,010		1,975,710		1,868,878		1,496,923		1,534,673		1,557,246		1,468,493		1,226,441				11,335,057		10,270,688		下表参照値 カヒョウ サンショウ チ		20,072.08

																																11,335,057		10,270,688		タテ計 ケイ

				実績発電量/予想発電量 ジッセキ ハツデン リョウ ヨソウ ハツデン リョウ

						2019年
7月 ネン ツキ		2019年
8月 ネン ツキ		2019年
9月 ネン ツキ		2019年
10月 ネン ツキ		2019年
11月 ネン ツキ		2019年
12月 ネン ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ								

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
6月度/12月度のプレス
を値貼り付け
		物件数		パネル出力		発電量予測値		発電量実績値		差異

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		80.0%		95.9%		101.0%		88.0%		111.4%		84.7%		92.8%												（kW）		（kWh）（注1）		(kWh)（注2）		(kWh)

				TI牛久太陽光発電所		79.2%		97.6%		104.2%		85.6%		112.6%		84.4%		93.2%														(A)		(B)		(B)-(A)

				TI鹿沼太陽光発電所		76.2%		88.9%		86.0%		73.8%		92.3%		71.7%		81.6%								43647		5		20,072.08		2,135,409		1,834,608		-300,801

				TI矢吹太陽光発電所		86.6%		91.6%		97.7%		76.8%		95.6%		81.5%		88.5%								43678		5		20,072.08		2,357,594		2,179,760		-177,834

				TI釧路太陽光発電所		103.5%		91.6%		124.4%		94.3%		124.8%		102.0%		106.3%								43709		5		20,072.08		1,970,010		1,975,710		5,700

				合計		85.9%		92.5%		100.3%		80.1%		101.5%		83.5%		90.6%								43739		5		20,072.08		1,868,878		1,496,923		-371,955

																										43770		5		20,072.08		1,534,673		1,557,246		22,573

				合計予想発電量（kWh） ゴウケイ ヨソウ ハツデン リョウ		2,135,409		2,357,594		1,970,010		1,868,878		1,534,673		1,468,493		11,335,057								43800		5		20,072.08		1,468,493		1,226,441		-242,051

				合計実績発電量（kWh） ゴウケイ ジッセキ ハツデン リョウ		1,834,608		2,179,760		1,975,710		1,496,923		1,557,246		1,226,441		10,270,688								合計		－		－		11,335,057		10,270,688		-1,064,368

				差異 サイ		▲ 300,801		▲ 177,834		＋5,700		▲ 371,955		＋22,573		▲ 242,052		▲ 1,064,368

																値張り↑ アタイ バ		値張り↑ アタイ バ

						値貼り付け アタイ ハ ツ												値参照 アタイ サンショウ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		127,351		123,953		157,882		171,752		188,495		154,741		167,941		176,966		138,447		124,940		104,392		111,268		823,954		2,572,082

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		147,340		110,180		164,880		184,050		203,830		135,230		134,390		169,720		139,880		109,890		116,250		94,260		764,390		2,474,290

				TI牛久太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.2%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		201,687		195,310		247,754		269,518		297,308		244,070		264,890		279,125		218,589		197,265		164,641		176,221		1,300,731		4,057,109

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		234,940		175,100		256,270		287,960		326,070		224,220		209,790		272,300		227,760		168,800		185,410		148,680		1,212,740		3,930,040

				TI鹿沼太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.9%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		136,888		132,506		161,104		161,025		165,519		139,496		140,555		158,915		133,956		125,390		109,182		115,647		783,645		2,463,828

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		123,380		116,081		145,409		167,462		175,535		129,140		107,038		141,350		115,160		92,523		100,796		82,931		639,798		2,136,603

				TI矢吹太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				86.7%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		955,140		1,029,876		1,446,830		1,553,657		1,718,041		1,493,396		1,376,547		1,550,629		1,298,151		1,228,731		987,607		906,309		7,347,974		22,892,888

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		926,500		1,091,317		1,566,300		1,705,000		1,955,600		1,381,200		1,191,500		1,420,600		1,268,000		944,100		944,000		738,400		6,506,600		21,639,117

				TI釧路太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				94.5%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		177,640		196,039		238,326		232,995		225,209		188,520		185,475		191,960		180,866		192,552		168,851		159,049		1,078,753		3,416,235

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		200,110		204,340		237,450		258,230		262,130		221,730		191,890		175,790		224,910		181,610		210,790		162,170		1,147,160		3,678,310

																																107.7%



TI龍ヶ崎太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	127351	123953	157882	171752	188495	154741	167941	176966	138447	124940	104392	111268	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	147340	110180	164880	184050	203830	135230	134390	169720	139880	109890	116250	94260	







TI牛久太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	201687	195310	247754	269518	297308	244070	264890	279125	218589	197265	164641	176221	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	234940	175100	256270	287960	326070	224220	209790	272300	227760	168800	185410	148680	







TI鹿沼太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	136888	132506	161104	161025	165519	139496	140555	158915	133956	125390	109182	115647	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	123380	116081	145409	167462	175535	129140	107038	141350	115160	92523	100796	82931	







TI矢吹太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	955140	1029876	1446830	1553657	1718041	1493396	1376547	1550629	1298151	1228731	987607	906309	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	926500	1091317	1566300	1705000	1955600	1381200	1191500	1420600	1268000	944100	944000	738400	







TI釧路太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	177640	196039	238326	232995	225209	188520	185475	191960	180866	192552	168851	159049	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	200110	204340	237450	258230	262130	221730	191890	175790	224910	181610	210790	162170	









運用開始来実績

				期 キ		年月 ネンゲツ		発電量予測値		発電量実績値		差異 サイ		月次達成率 ゲツジ タッセイリツ		期中達成率 キチュウ タッセイリツ				期別合計 キ ベツ ゴウケイ		期別合計 キ ベツ ゴウケイ

								（kWh）		（kWh）		（kWh）								発電量予測値		発電量実績値

								A		B		B-A		B/A×100

				第2期 ダイ キ		2018年10月 ネン ツキ		1,880,341		1,746,599		▲ 133,742		92.9%		96.1%

						2018年11月 ネン ツキ		1,544,069		1,663,093		119,024		107.7%

						2018年12月 ネン ツキ		1,477,445		1,299,011		▲ 178,434		87.9%						4,901,855		4,708,703

				第3期 ダイ キ		2019年1月 ネン		1,598,707		1,632,270		33,563		102.1%		104.6%

						2019年2月 ネン		1,677,684		1,697,017		19,333		101.2%

						2019年3月 ネン		2,251,896		2,370,309		118,413		105.3%

						2019年4月 ネン		2,388,948		2,602,702		213,754		108.9%

						2019年5月 ネン		2,594,572		2,923,165		328,593		112.7%

						2019年6月 ネン		2,220,224		2,091,520		▲ 128,704		94.2%						12,732,031		13,316,983

				第4期 ダイ キ		2019年7月 ネン		2,135,409		1,834,608		▲ 300,801		85.9%		90.6%

						2019年8月 ネン		2,357,594		2,179,760		▲ 177,834		92.5%

						2019年9月 ネン		1,970,010		1,975,710		5,700		100.3%

						2019年10月 ネン		1,868,878		1,496,923		▲ 371,955		80.1%

						2019年11月 ネン		1,534,673		1,557,246		22,573		101.5%

						2019年12月 ネン		1,468,493		1,226,441		▲ 242,051		83.5%						11,335,057		10,270,688

				合計 ゴウケイ				28,968,943		28,296,374		▲ 672,569		97.7%		－





分散状況

						物件名称 ブッケン メイショウ		所在地 ショザイチ		取得価格 シュトク カカク		期末評価価値 キマツ ヒョウカ カチ				調達価格 チョウタツ カカク		残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン		買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ

										（百万円）		（百万円）		比率 ヒリツ		（円/kWh）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ケ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ		564		613		6.8%		36		14年4ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ		884		926		10.3%		36		14年10ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市 トチギケン カヌマシ		509		524		5.8%		36		15年2ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン		5,815		6,132		68.0%		40		15年3ヶ月 ネン ツキ		東北電力 トウホク デンリョク

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン		752		819		9.1%		36		16年11ヶ月 ネン ツキ		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク

								合計 ゴウケイ		8,524		9,016		100.0%		－		－		－



				時点 ジテン		12/31/19		PwC評価 ヒョウカ		下限 カゲン		上限 ジョウゲン		中間（切捨） チュウカン キリス								地域分散 チイキ ブンサン

								龍ヶ崎 リュウガサキ		549.0		677.0		613.0		6.8%						北海道地方 ホッカイドウ チホウ		752		8.8%

								牛久 ウシク		842.0		1,010.0		926.0		10.3%						東北地方 トウホク チホウ		5,815		68.2%

								鹿沼 カヌマ		465.0		584.0		524.5		5.8%						関東地方 カントウ チホウ		1,957		23.0%

								矢吹 ヤブキ		5,551.0		6,714.0		6,132.5		68.0%								8,524

								釧路 クシロ		736.0		903.0		819.5		9.1%

										8,143.0		9,888.0		9,015.5		100.0%						残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン

																						15年以上 ネンイジョウ		7,076		83.0%

																						15年未満 ネン ミマン		1,448		17.0%

																								8,524

																						買取電気事業者別分散 カイトリ デンキ ジギョウシャ ベツ ブンサン

																						東京電力
エナジーパートナー トウキョウ デンリョク		1,957		23.0%

																						東北電力 トウホク デンリョク		5,815		68.2%

																						北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		752		8.8%

																								8,524



地域分散状況（取得価格ベース）





北海道地方	東北地方	関東地方	8.8221492257156267E-2	0.68219145940872827	0.22958704833411545	



残存調達期間状況（取得価格ベース）







15年以上	15年未満	0.83012670107930553	0.1698732989206945	



買取電気事業者別分散状況

（取得価格ベース）







東京電力	
エナジーパートナー	東北電力	北海道電力	0.22958704833411545	0.68219145940872827	8.8221492257156267E-2	





投資口価格

														Y!ファィナンス

								1～20件/97件中

								日付		始値		高値		安値		終値		出来高

								2018/9/27		92,600		92,900		91,700		92,300		3,469

								2018/9/28		92,500		94,900		92,500		92,600		819

								2018/10/1		93,600		94,200		93,100		93,100		180

								2018/10/2		93,700		94,300		93,200		93,800		136

								2018/10/3		93,800		94,500		93,500		93,600		209

								2018/10/4		93,500		93,600		93,000		93,000		351

								2018/10/5		93,000		93,300		92,800		93,100		246

								2018/10/9		93,600		93,600		92,900		93,000		104

								2018/10/10		93,000		93,400		92,800		93,000		175

								2018/10/11		92,500		92,800		91,500		91,800		853

								2018/10/12		91,800		92,100		91,700		91,700		511

								2018/10/15		92,000		93,000		92,000		92,200		277

								2018/10/16		92,000		92,600		92,000		92,100		383

								2018/10/17		92,600		92,900		91,400		91,600		458

								2018/10/18		91,600		92,200		91,400		91,500		368

								2018/10/19		92,300		92,300		91,100		91,800		347

								2018/10/22		92,100		92,100		91,300		91,500		113

								2018/10/23		91,700		92,000		91,300		91,300		152

								2018/10/24		91,400		92,100		91,400		92,000		204

								2018/10/25		91,300		91,600		91,000		91,000		504

								2018/10/26		91,100		91,300		90,600		90,900		331

								2018/10/29		91,000		91,000		90,000		90,000		197

								2018/10/30		89,100		90,100		88,300		88,300		702

								2018/10/31		88,500		88,800		88,100		88,100		376

								2018/11/1		88,300		88,600		88,000		88,000		242

								2018/11/2		88,300		88,600		88,200		88,600		144

								2018/11/5		89,300		89,300		88,400		88,900		158

								2018/11/6		90,200		90,200		88,400		88,600		329

								2018/11/7		88,600		89,000		88,300		88,300		132

								2018/11/8		88,400		88,600		88,300		88,400		230

								2018/11/9		88,300		88,300		88,100		88,100		423

								2018/11/12		88,200		88,500		88,100		88,200		96

								2018/11/13		88,200		88,300		87,900		88,100		255

								2018/11/14		88,000		88,300		88,000		88,000		162

								2018/11/15		88,200		88,300		88,100		88,300		54

								2018/11/16		88,200		88,400		88,000		88,000		79

								2018/11/19		88,000		88,300		88,000		88,100		116

								2018/11/20		88,300		88,500		88,200		88,300		87

								2018/11/21		88,000		88,100		87,700		87,700		285

								2018/11/22		87,700		87,700		87,100		87,100		363

								2018/11/26		87,000		87,000		85,700		85,700		619

								2018/11/27		85,700		86,000		85,300		85,600		443

								2018/11/28		85,600		87,100		85,600		86,100		589

								2018/11/29		87,900		87,900		86,100		86,500		242

								2018/11/30		86,500		86,500		85,500		85,800		493

								2018/12/3		85,900		86,000		85,200		85,200		579

								2018/12/4		85,300		85,400		85,100		85,200		358

								2018/12/5		85,200		85,500		84,700		84,700		562

								2018/12/6		84,600		84,700		84,300		84,300		465

								2018/12/7		84,300		84,400		84,000		84,300		413

								2018/12/10		84,400		84,400		83,900		84,100		272

								2018/12/11		83,800		83,900		82,400		82,400		1,044

								2018/12/12		82,900		83,200		82,800		83,000		428

								2018/12/13		83,200		84,300		83,200		84,200		166

								2018/12/14		84,100		84,500		83,600		84,000		171

								2018/12/17		84,500		86,000		84,100		85,700		247

								2018/12/18		85,200		85,800		84,700		84,700		266

								2018/12/19		84,600		84,900		84,300		84,300		217

								2018/12/20		84,300		84,500		83,100		83,700		496

								2018/12/21		83,400		83,400		82,500		82,700		717

								2018/12/25		82,000		82,400		81,500		82,300		1,234

								2018/12/26		82,300		83,800		82,000		82,400		421

								2018/12/27		83,700		84,000		83,300		84,000		338

								2018/12/28		83,900		83,900		83,400		83,700		71

								2019/1/4		84,000		84,500		83,700		84,400		123

								2019/1/7		85,000		86,300		84,600		84,700		234

								2019/1/8		86,200		86,300		85,900		86,100		152

								2019/1/9		86,200		86,400		86,000		86,200		188

								2019/1/10		86,700		86,700		86,000		86,200		120

								2019/1/11		86,200		86,700		86,200		86,200		146

								2019/1/15		86,900		87,000		86,300		86,900		137

								2019/1/16		87,000		87,000		86,300		86,900		271

								2019/1/17		87,000		87,000		86,200		87,000		217

								2019/1/18		86,800		87,000		86,500		86,600		144

								2019/1/21		87,100		87,100		86,600		87,000		146

								2019/1/22		87,100		87,100		86,800		86,800		69

								2019/1/23		86,700		87,300		86,700		87,000		128

								2019/1/24		87,300		87,300		86,600		86,800		131

								2019/1/25		87,300		87,500		86,800		87,000		129

								2019/1/28		87,000		88,000		87,000		87,900		158

								2019/1/29		88,100		88,400		87,900		88,400		119

								2019/1/30		88,200		88,800		88,000		88,300		285

								2019/1/31		88,600		88,700		88,400		88,700		165

								2019/2/1		88,500		88,700		88,500		88,600		46

								2019/2/4		88,800		88,900		88,600		88,800		76

								2019/2/5		88,800		88,800		88,400		88,600		104

								2019/2/6		88,700		88,700		88,500		88,600		44

								2019/2/7		88,700		88,700		87,600		88,400		156

								2019/2/8		88,100		88,600		87,100		87,700		179

								2019/2/12		87,700		88,400		87,000		87,800		96

								2019/2/13		87,700		88,400		87,000		87,600		148

								2019/2/14		87,600		87,600		86,500		86,600		173

								2019/2/15		86,400		87,700		86,100		86,300		248

								2019/2/18		86,000		86,600		85,900		85,900		414

								2019/2/19		86,200		86,900		86,000		86,400		174

								2019/2/20		86,400		86,800		86,000		86,600		44

								2019/2/21		86,700		86,800		85,900		86,200		291

								2019/2/22		86,200		86,400		85,900		86,200		80

								2019/2/25		87,800		90,800		87,600		88,700		1,709

								2019/2/26		89,100		90,300		89,100		90,200		417

								2019/2/27		90,600		91,500		90,400		90,800		380

								2019/2/28		91,300		91,500		90,000		90,300		770

								2019/3/1		91,000		91,000		89,900		90,100		142

								2019/3/4		91000		91000		90500		90,800		84

								2019/3/5		90500		90900		90300		90,500		106

								2019/3/6		90500		90700		90000		90,400		90

								2019/3/7		90100		90900		90100		90,600		59

								2019/3/8		90700		90900		90300		90,600		66

								2019/3/11		90600		90800		90400		90,800		47

								2019/3/12		90800		91000		90600		90,900		49

								2019/3/13		91000		91000		90600		91,000		147

								2019/3/14		91000		91700		91000		91,700		76

								2019/3/15		91200		91900		91200		91,900		77

								2019/3/18		92000		93100		92000		92,800		145

								2019/3/19		93000		94100		93000		93,400		206

								2019/3/20		94000		94500		93700		94,500		105

								2019/3/22		95000		95600		95000		95,500		164

								2019/3/25		97000		97200		96200		96,600		296

								2019/3/26		96900		96900		96000		96,700		319

								2019/3/27		96900		96900		96100		96,500		321

								2019/3/28		96800		96800		96200		96,800		305

								2019/3/29		96900		97100		96500		97,100		397

								2019/4/1		97200		97200		96600		96,600		284

								2019/4/2		96700		97000		96000		96,000		247

								2019/4/3		96900		97000		96400		97,000		115

								2019/4/4		96500		97000		96300		96,300		272

								2019/4/5		96600		96900		96300		96,900		55

								2019/4/8		96900		97000		96600		97,000		189

								2019/4/9		96900		96900		96400		96,600		225

								2019/4/10		97000		97000		96000		96,300		304

								2019/4/11		96600		96600		96100		96,300		151

								2019/4/12		96500		96500		96000		96,100		254

								2019/4/15		96100		96400		95900		96,300		94

								2019/4/16		96600		96700		96400		96,600		79

								2019/4/17		96600		96800		96500		96,800		217

								2019/4/18		96600		96800		96100		96,200		210

								2019/4/19		96300		96600		96300		96,300		55

								2019/4/22		96900		96900		96300		96,500		168

								2019/4/23		96800		96900		96000		96,900		297

								2019/4/24		96900		96900		96300		96,900		161

								2019/4/25		96900		97000		96700		96,900		134

								2019/4/26		97000		97100		96700		97,100		247

								2019/5/7		97200		97400		96400		97,300		185

								2019/5/8		97000		97100		96600		97,000		244

								2019/5/9		97000		97500		96800		97,100		117

								2019/5/10		96800		97100		96800		96,800		222

								2019/5/13		97100		97300		96800		97,100		204

								2019/5/14		97100		97100		96500		97,000		316

								2019/5/15		96900		97100		96900		96,900		117

								2019/5/16		97300		97300		97000		97,000		108

								2019/5/17		97300		97500		97200		97,200		159

								2019/5/20		97500		97600		97100		97,600		196

								2019/5/21		97600		98000		97200		98,000		250

								2019/5/22		98300		98300		97500		97,800		263

								2019/5/23		97900		98000		97500		97,800		257

								2019/5/24		97800		98200		97800		98,200		151

								2019/5/27		98400		98700		98000		98,300		247

								2019/5/28		98500		98700		98200		98,600		278

								2019/5/29		98600		98900		98500		98,700		351

								2019/5/30		98800		99300		98700		99,000		440

								2019/5/31		99100		99300		98400		98,400		476

								2019/6/3		98400		98900		98100		98,400		145

								2019/6/4		98200		98700		98200		98,500		154

								2019/6/5		98400		98900		98300		98,400		269

								2019/6/6		98400		98900		98400		98,900		117

								2019/6/7		98600		99100		98600		99,100		247

								2019/6/10		99300		99600		99100		99,300		546

								2019/6/11		99500		99600		99100		99,200		298

								2019/6/12		99300		99700		99300		99,600		345

								2019/6/13		99000		99300		98000		98,600		979

								2019/6/14		99000		99300		98900		99,000		322

								2019/6/17		99400		99500		99000		99,400		262

								2019/6/18		99700		99700		99200		99,500		456

								2019/6/19		99600		99600		99200		99,600		370

								2019/6/20		99300		99600		99200		99,600		370

								2019/6/21		99500		99600		99400		99,600		449

								2019/6/24		99500		100000		99300		99,800		470

								2019/6/25		99500		100000		99400		99,400		457

								2019/6/26		96000		97000		95900		96,300		921

								2019/6/27		96900		97200		96500		96,900		295

								2019/6/28		98000		98000		96600		96,800		368

								2019/7/1		96900		97400		96900		97,200		179

								2019/7/2		97600		97600		97200		97,500		261

								2019/7/3		97800		98100		97200		97,300		187

								2019/7/4		97600		97600		97000		97,400		350

								2019/7/5		97500		97600		97200		97,500		186

								2019/7/8		97200		97900		97200		97,900		160

								2019/7/9		97900		97900		97500		97,800		84

								2019/7/10		97900		98200		97500		97,500		234

								2019/7/11		98000		98100		97700		98,100		40

								2019/7/12		97700		98000		97600		98,000		121

								2019/7/16		98200		98200		97800		97,900		181

								2019/7/17		97700		97900		97600		97,900		89

								2019/7/18		97900		97900		97200		97,200		205

								2019/7/19		97200		97900		97200		97,300		63

								2019/7/22		97800		97800		97300		97,400		77

								2019/7/23		97300		97500		97200		97,400		84

								2019/7/24		97200		97600		97200		97,500		60

								2019/7/25		97500		97800		97500		97,800		105

								2019/7/26		97500		98000		97500		98,000		183

								2019/7/29		98000		98100		97400		97,800		175

								2019/7/30		97600		98000		97400		97,700		125

								2019/7/31		97700		97900		97600		97,800		58

								2019/8/1		97900		98200		97600		98,000		173

								2019/8/2		98000		98000		97600		97,900		73

								2019/8/5		97900		98200		97400		97,500		285

								2019/8/6		97500		98000		97100		97,700		139

								2019/8/7		98100		98100		97100		97,400		171

								2019/8/8		97300		97900		97200		97,400		123

								2019/8/9		97700		97900		97400		97,700		38

								2019/8/13		97700		97800		97600		97,800		49

								2019/8/14		97600		97900		97300		97,500		140

								2019/8/15		97800		97900		97100		97,300		172

								2019/8/16		97800		97900		97400		97,600		116

								2019/8/19		97900		98000		97500		97,800		204

								2019/8/20		98000		98100		97800		98,000		103

								2019/8/21		98000		98500		98000		98,400		225

								2019/8/22		98400		98400		97700		97,900		268

								2019/8/23		97700		98000		97300		97,600		275

								2019/8/26		97300		97500		96500		96,700		645

								2019/8/27		97100		97300		96900		97,200		71

								2019/8/28		97000		97100		96500		96,800		274

								2019/8/29		96800		96800		96400		96,500		209

								2019/8/30		96800		96800		96400		96,500		152

								2019/9/2		96600		96900		96600		96,700		108

								2019/9/3		97200		98300		96900		98,000		360

								2019/9/4		98000		100200		98000		99,000		470

								2019/9/5		99000		100200		98700		99,600		516

								2019/9/6		99500		100000		99300		100,000		148

								2019/9/9		99800		100000		99600		99,900		218

								2019/9/10		99900		100500		99600		100,000		349

								2019/9/11		100200		100500		99200		99,300		261

								2019/9/12		99400		100000		98800		99,700		308

								2019/9/13		99700		100500		99600		99,900		440

								2019/9/17		100200		100200		100000		100,200		172

								2019/9/18		100200		100400		99900		99,900		322

								2019/9/19		100300		100300		100000		100,300		228

								2019/9/20		100400		100500		100100		100,400		401

								2019/9/24		100300		101000		100300		100,800		279

								2019/9/25		101100		102000		100800		102,000		310

								2019/9/26		102000		103500		102000		103,400		292

								2019/9/27		103400		104300		103100		103,700		232

								2019/9/30		103700		104800		102400		103,000		259

								2019/10/1		103500		104000		102600		103,500		215

								2019/10/2		104000		104400		103500		103,900		142

								2019/10/3		103900		104700		103800		104,700		86

								2019/10/4		104700		107100		104700		105,900		376

								2019/10/7		107100		108100		106500		108,000		342

								2019/10/8		108100		109000		108000		108,900		441

								2019/10/9		108300		110200		108200		109,900		456

								2019/10/10		110400		111100		109700		109,900		444

								2019/10/11		109700		110000		108500		108,600		773

								2019/10/15		107500		110700		107500		108,100		401

								2019/10/16		107900		109700		107900		108,700		311

								2019/10/17		108700		109400		108000		108,500		159

								2019/10/18		109000		109000		107900		108,300		187

								2019/10/21		108400		109000		108400		109,000		109

								2019/10/23		109700		110800		109500		110,000		326

								2019/10/24		110200		110900		109600		110,600		120

								2019/10/25		111000		111100		109700		110,200		370

								2019/10/28		110300		111400		110300		111,000		189

								2019/10/29		111400		112200		111400		112,100		334

								2019/10/30		112500		112900		111500		112,100		327

								2019/10/31		113500		114000		112100		113,600		431

								2019/11/1		114600		116000		114500		115,900		277

								2019/11/5		118100		120000		117600		118,700		566

								2019/11/6		119900		120800		114600		116,300		732

								2019/11/7		113200		114800		110600		111,000		1018

								2019/11/8		111000		111700		105000		105,600		1695

								2019/11/11		104300		109500		103400		108,300		712

								2019/11/12		112000		112700		109500		109,600		420

								2019/11/13		108300		108800		106600		108,400		312

								2019/11/14		107200		110400		107000		110,000		241

								2019/11/15		111400		112700		110500		110,600		312

								2019/11/18		111600		112300		110700		112,200		214

								2019/11/19		113200		114900		112500		114,700		480

								2019/11/20		114800		114900		112300		113,700		315

								2019/11/21		113300		113500		111800		112,400		219

								2019/11/22		113100		113300		111600		112,000		181

								2019/11/25		112400		113000		111700		111,700		156

								2019/11/26		111800		113700		111800		113,300		172

								2019/11/27		113300		113300		112100		113,100		166

								2019/11/28		113100		114500		112900		113,400		222

								2019/11/29		113800		113900		112200		112,400		186

								2019/12/2		112800		113100		110700		111,100		489

								2019/12/3		111000		114000		110900		113,200		425

								2019/12/4		113000		113800		112700		113,600		112

								2019/12/5		113900		114000		112700		113,600		278

								2019/12/6		113800		113900		113500		113,800		155

								2019/12/9		113800		113900		113000		113,500		227

								2019/12/10		113100		114100		113100		113,900		382

								2019/12/11		113900		114300		113300		113,800		96

								2019/12/12		113400		114100		113400		114,000		154

								2019/12/13		114100		114100		112800		112,900		405

								2019/12/16		112800		113400		112800		113,400		48

								2019/12/17		113400		114000		113100		113,300		256

								2019/12/18		113500		113500		112800		113,200		360

								2019/12/19		113200		113400		113200		113,200		196

								2019/12/20		111600		111700		110000		110,300		1103

								2019/12/23		106400		106400		103200		103,900		2495

								2019/12/24		103000		104500		103000		103,200		737

								2019/12/25		103900		104200		103500		104,100		327

								2019/12/26		104000		105600		103500		103,800		700

								2019/12/27		102600		104200		102600		103,800		344

								2019/12/30		104100		104500		103800		103,900		238

								2020/1/6		104600		104600		103700		104,000		377

								2020/1/7		105100		105100		104500		105,000		154

								2020/1/8		105100		107000		105100		105,500		468

								2020/1/9		107200		107200		105600		106,500		110

								2020/1/10		107200		108800		106700		107,700		180

								2020/1/14		107700		108300		106700		107,800		364

								2020/1/15		108400		108700		108000		108,000		169

								2020/1/16		110000		110000		108100		108,800		145

								2020/1/17		108800		108900		108200		108,700		317

								2020/1/20		108700		108700		108300		108,300		104

								2020/1/21		108300		109000		108300		108,600		144

								2020/1/22		108600		108700		108500		108,600		67

								2020/1/23		108300		108500		108000		108,000		113

								2020/1/24		107700		107700		105400		106,000		344

								2020/1/27		106300		106400		102100		102,100		488

								2020/1/28		103300		105600		102700		104,800		316

								2020/1/29		105000		105500		104900		105,000		117

								2020/1/30		105400		105400		104400		104,400		74

								2020/1/31		104400		104900		104400		104,900		167

								2020/2/3		103500		103600		102400		103,400		259

								2020/2/4		103500		104000		103400		103,900		249

								2020/2/5		104000		104000		103000		103,300		195

								2020/2/6		103500		103700		103300		103,700		257

								2020/2/7		103700		103700		103300		103,300		91

								2020/2/10		103500		103700		103200		103,400		153

								2020/2/12		103700		103900		103300		103,900		102

								2020/2/13		103700		104900		103700		104,700		180

								2020/2/14		103900		104600		103800		104,200		244

								2020/2/17		104500		104900		104100		104,300		97

								2020/2/18		104200		104200		103800		103,900		60

								2020/2/19		103700		104100		103700		104,100		23

								2020/2/20		105000		105000		104400		104,700		430

								2020/2/21		104,600		105,600		104,600		105,600		287
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大口投資主

						氏名又は名称 シメイ マタ メイショウ		所有投資口数（口） ショユウ トウシ クチ スウ クチ		保有比率 ホユウ ヒリツ

				1		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ		2,235		4.85%				4.855%

				2		大和信用金庫		1,500		3.25%				3.258%

				3		個人 コジン		1,200		2.60%				2.606%

				4		株式会社福邦銀行 カブシキガイシャ フクホウ ギンコウ		980		2.12%				2.129%

				5		岡崎信用金庫 オカザキ		928		2.01%				2.016%

				6		個人 コジン		597		1.29%				1.297%

				7		九州ひぜん信用金庫		553		1.20%				1.201%

				8		個人 コジン		535		1.16%				1.162%

				9		株式会社福岡銀行 カブシキガイシャ フクオカ ギンコウ		470		1.02%				1.021%

				10		CACEIS BANK FOR CA SA/CAT-CL 3RD PARTY		450		0.97%				0.977%

						合計 ゴウケイ		9,448		20.52%				20.522%

						ALL		46,039





投資主シェア

						reserved-43646x1F										reserved-43465x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		80.3%				■		個人・その他 コジン タ		37,350口		81.1%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		9.1%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		3,928口		8.5%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		9.6%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,621口		10.0%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		1.0%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		140口		0.3%

						計 ケイ		46,039口		100.0%						計 ケイ		46,039口		100.0%





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		97.5%				■		個人・その他 コジン タ		4,041名		97.6%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		0.4%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		17名		0.4%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		1.8%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		72名		1.7%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		0.3%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		10名		0.2%

						計 ケイ		4,531名		100.0%						計 ケイ		4,140名		100.0%



						reserved-43830x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		34,250口		▲ 2,733口

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		6,632口		2,452口

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		4,283口		▲ 132口

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		874口		413口

						計 ケイ		46,039口		46,039口		0口





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		4,426名		10名

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		23名		3名

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		82名		0名

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		17名		4名

						計 ケイ		4,531名		4,548名		17名





借入状況

				reserved-43830x1F

				区分		借入先		残高
(百万円)		利率		借入日		返済期限		摘要

				長期		株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行 カブシキガイシャ アシカガ ギンコウ		4,933		0.70136%		reserved-43374x1F		reserved-47026x1F		無担保
無保証

						合計 ゴウケイ		4,933		－		－		－		－

								返済後残高 ヘンサイ ゴ ザンダカ								2018/12期
実績 キ ジッセキ		2019/6期
実績 キ ジッセキ		2019/12期
実績 キ ジッセキ		2020/6期
予想 キ ヨソウ		2020/12期
予想 キ ヨソウ		2021/6期
予想 キ ヨソウ

						新生 シンセイ		1,237,628,940		25.1%						57.7%		53.2%		53.5%		52.3%		52.0%		51.2%

						SMBC		1,237,628,940		25.1%

						中国 チュウゴク		934,765,064		18.9%

						足利 アシカガ		542,163,736		11.0%

						徳島 トクシマ		467,382,533		9.5%

						伊予 イヨ		280,429,520		5.7%

						高知 コウチ		233,691,267		4.7%

								4,933,690,000		100.00%



ＬＴＶ推移



[値]



[値]
[値]

2018/12期	
実績	2019/6期	
実績	2019/12期	
実績	2020/6期	
予想	2020/12期	
予想	2021/6期	
予想	0.57699999999999996	0.53200000000000003	0.53500000000000003	0.52300000000000002	0.52	0.51200000000000001	




賃貸事業収支

				201912期 キ														（円） エン																				（千円） セン エン

						賃貸事業収入比率 チンタイ ジギョウ シュウニュウ ヒリツ		6.85%		11.13%		6.16%		66.19%		9.66%

								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										TI龍ヶ崎
太陽光発電所 リュウガサキ タイヨウコウ ハツデン ショ		TI牛久
太陽光発電所 ウシク		TI鹿沼
太陽光発電所 カヌマ		TI矢吹
太陽光発電所 ヤブキ		TI釧路
太陽光発電所 クシロ		合計 ゴウケイ

								第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期										第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期

								2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～										2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～

								reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F										reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入																				再エネ発電設備等の賃貸収入

						最低保証賃料		24,311,778		38,740,878		22,396,728		240,882,264		33,026,988		359,358,636								最低保証賃料		24,311		38,740		22,396		240,882		33,026		359,358

						実績連動賃料		611,282		1,760,828		－		－		2,142,579		4,514,689								実績連動賃料		611		1,760		－		－		2,142		4,514

						付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27,745		－		－		27,745								付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27		－		－		27

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A）		24,923,060		40,501,706		22,424,473		240,882,264		35,169,567		363,901,070								賃貸収入（小計A）		24,923		40,501		22,424		240,882		35,169		363,901

						比率 ヒリツ		6.8%		11.1%		6.2%		66.2%		9.7%		100.00%								比率 ヒリツ		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.10%								6.5		10.6		6.1		66.6		10.2		100

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用																				再エネ発電設備等の賃貸費用

						公租公課		1,812,000		2,796,000		1,722,000		18,331,000		3,296,000		27,957,000								公租公課		1,812		2,796		1,722		18,331		3,296		27,957

						修繕費		36,200		127,540		535,000		1,695,000		108,000		2,501,740								修繕費		36		127		535		1,695		108		2,501

						保険料		203,868		343,102		224,966		2,508,865		364,043		3,644,844								保険料		203		343		224		2,508		364		3,644

						減価償却費		10,841,064		17,512,620		11,403,761		122,745,096		16,020,294		178,522,835								減価償却費		10,841		17,512		11,403		122,745		16,020		178,522

						支払地代				933,671		1,156,910		2,273,630		641,148		5,005,359								支払地代		－		933		1,156		2,273		641		5,005

						信託報酬		500,510		499,276		498,504		601,104		510,284		2,609,678								信託報酬		500		499		498		601		510		2,609

						その他賃貸費用		3,200		3,700		3,800		4,100		3,800		18,600								その他賃貸費用		3		3		3		4		3		18

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B）		13,396,842		22,215,909		15,544,941		148,158,795		20,943,569		220,260,056								賃貸費用（小計B）		13,396		22,215		15,544		148,158		20,943		220,260

				再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526,218		18,285,797		6,879,532		92,723,469		14,225,998		143,641,014						再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526		18,285		6,879		92,723		14,225		143,641

						NOI		22,367,282		35,798,417		18,283,293		215,468,565		30,246,292		322,163,849								NOI		22,367		35,798		18,283		215,468		30,246		322,163

						固都税・償却除く費用 コトゼイ ショウキャク ノゾ ヒヨウ		743,778		1,907,289		2,419,180		7,082,699		1,627,275		192,303,056



								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ

						信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ		444,578,959		738,448,987		487,927,413		5,278,039,359		744,943,707		7,693,938,425								信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(26,998,710)		(43,781,550)		(28,478,250)		(306,862,740)		(40,050,735)		(446,171,985)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン		495,000				197,800						692,800								信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(48,510)				(26,998)						(75,508)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託土地 シンタク トチ		141,209,730		150,678,208				602,391,670				894,279,608								信託土地 シンタク トチ

						信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ												0								信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ

				有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				559,236,469		845,345,645		459,619,965		5,573,568,289		704,892,972		8,142,663,340						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン

						信託借地権 シンタク シャクチケン		-		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037								信託借地権 シンタク シャクチケン

				無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				0		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン

						合計 ゴウケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								合計 ゴウケイ



						設備部分 セツビ ブ フン		418,026,739		694,667,437		459,619,965		4,971,176,619		704,892,972		7,248,383,732								設備部分 セツビ ブ フン

						不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン		141,209,730		171,085,189		43,936,482		619,950,283		30,166,961		1,006,348,645								不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン

						計 ケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								計 ケイ

						NOI利回り リマワ		11.8%		12.2%		11.7%		12.0%		12.5%		12.0%

						NCF利回り リマワ		7.9%		8.2%		7.2%		7.6%		8.2%		7.7%

		期初 キショ				7/1/19

		期末 キマツ				12/31/19

		日数 ニッスウ				184



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&9&Z&F
&D　　&T




残存期間

																										Y		M		D

				取得予定日 シュトク ヨテイビ				9/27/18																基準日 キジュンビ		2019		12		31



				物件番号		物件名称		認定日		供給開始日		調達期間								残存調達		調達価格（注5）

								（注1）		（注2）		満了日		分解 ブンカイ						期間												当年度 トウ ネンド		終期年度 シュウキ ネンド								基準日月 キジュンビ ヅキ		終期月 シュウキ ツキ

												（注3）		Y		M		D		（注4）										年数 ネンスウ		残存月数 ザンゾン ツキ スウ		月数 ツキ スウ		

Hidechika_Mayama: 始期月と終期月の合計月数を算出
		

Hidechika_Mayama: 12か月を超える場合は、12を引く		修正年数 シュウセイ ネンスウ		残存日数 ザンゾン ニッスウ		残存日数 ザンゾン ニチ スウ		合計 ゴウケイ		修正月数 シュウセイ ツキスウ		満了前月末 マンリョウ ゼンゲツ マツ

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		reserved-41564x1F		reserved-41757x1F		reserved-49061x1F		2034		4		27		15年7か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		3		3		3		14.0				27		27		4.0		reserved-49034x1F

				2		TI牛久太陽光発電所		reserved-41624x1F		reserved-41942x1F		reserved-49246x1F		2034		10		29		16年1か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		9		9		9		14.0				29		29		10.0		reserved-49217x1F

				3		TI鹿沼太陽光発電所		reserved-41604x1F		reserved-42061x1F		reserved-49365x1F		2035		2		25		16年5か月		36円/kWh				2020		2035		15		0		1		1		1		15.0				25		25		2.0		reserved-49340x1F

				4		TI矢吹太陽光発電所		reserved-41306x1F		reserved-42088x1F		reserved-49392x1F		2035		3		24		16年6か月		40円/kWh				2020		2035		15		0		2		2		2		15.0				24		24		3.0		reserved-49368x1F

				5		TI釧路太陽光発電所		reserved-41407x1F		reserved-42706x1F		reserved-50010x1F		2036		12		1		18年2か月		36円/kWh				2020		2036		16		0		11		11		11		16.0				1		1		11.0		reserved-50009x1F								分解 ブンカイ

																																								888.0								30.0						15.3		年 ネン		0.3		年 ネン

				（注1）「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について改正前の再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各取得予定資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。

				（注2）「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転（試運転を除きます。）を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。																																																												分解 ブンカイ

				（注3）「調達期間満了日」は、各取得予定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。																																																月ベース変換 ツキ ヘンカン		15		年 ネン		3.6		か月 ツキ				3.0		0.6

				（注4）「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、当該資産の取得予定日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げで算出しています。

				（注5）「調達価格」は、各取得予定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。																																														平均残存調達期間 ヘイキン ザンゾン チョウタツ キカン				15		年 ネン		4		か月 ツキ

















































































































































































































































































































































































制度動向

						制度の趣旨		2020年1月末日までの状況		制度の導入予定

				導管性 ドウカン セイ		一定の要件を満たした投資法人について、配当等の額を損金の額に算入することが可能となり、実質的に法人税が非課税となる仕組み。		現行は、再生可能エネルギー発電設備の取得期限が2020年3月31日までとされているが、2019年12月20日公表された「令和2年度税制改正の大綱」において、取得期限の３年延長が明記された。 ゲンコウ サイセイ カノウ ハツデン セツビ シュトク キゲン ネン ツキ ニチ ネン ツキ ニチ コウヒョウ レイワ ネン ド ゼイセイ カイセイ タイコウ シュトク キゲン ネン エンチョウ メイキ		－

				発電側
基本料金		送配電網の利用料金として、小売電気事業者が販売した電気の量に応じて託送料金を負担しているが、系統利用者である発電事業者側にも受益に応じた費用負担を求めようとするもの。		FIT価格が29円以上の太陽光発電については調整措置の対象外とすることが提案されたが、調達価格等算定委員会において、一定の調整措置が設けられる方向で議論されている。		2023年度から導入される予定(2020年度内に方針決定、2022年度末までにシステム構築)。 ドウニュウ ヨテイ

				廃棄等費用の確保 カクホ		太陽光発電設備の廃棄等費用について、積立が義務化されているものの実施率が低いことから、積立を確実にしようとするもの。		2019年12月、パネル出力容量に応じた積立が望ましいとしながらも第三者機関が管理する外部積立における徴収システムの問題から売電量に応じた積立とすること、及び上場インフラファンド等においては内部積立を選択できることが提案され、2020年1月にパブリックコメントが募集された。		2022年度に導入される予定。 ドウニュウ ヨテイ





パイプライン



						No.		所在地		運転開始年月		パネル出力（kW）		調達価格 チョウタツ カカク				パネル出力（kW）

				運営中		1		鳥取県米子市		41426		1,764 kW		40円/kWh				1,764.00		40

						2		徳島県美馬市		41791		1,470 kW		36円/kWh				1,470.00		36

						3		福島県南相馬市		42064		1,164 kW		36円/kWh				1,164.80		36

						4		茨城県鉾田市		42064		2,399 kW		40円/kWh				2,399.04		40

						5		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						6		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						7		福島県相馬市		42430		1,528 kW		36円/kWh				1,528.80		36

						8		福島県相馬市		42430		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						9		愛媛県北宇和郡		42430		2,374 kW		36円/kWh				2,374.40		36

						10		北海道根室市		2016年3月（2号）		2,984 kW		36円/kWh				2,984.80		36

										2016年7月（1、3、4、5号）								0.00

						11		北海道室蘭市		42461		2,038 kW		36円/kWh				2,038.40		36

						12		岡山県新見市		42522		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						13		愛媛県南宇和郡		42583		1,310 kW		32円/kWh				1,310.40		32

						14		北海道標津郡		42675		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						15		北海道川上郡		42795		1,262 kW		40円/kWh				1,262.10		40

						16		岡山県赤磐市		42795		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						17		鹿児島県霧島市		42979		17,140 kW		40円/kWh				17,140.20		40

						18		岡山県岡山市		43040		2,116 kW		36円/kWh				2,116.80		36

						19		北海道上川郡		43070		2,371 kW		40円/kWh				2,371.20		40

						20		岡山県岡山市		43101		2,043 kW		36円/kWh				2,043.36		36

						21		北海道阿寒郡		43160		6,026 kW		36円/kWh				6,026.40		36

						22		北海道根室市		43497		1,694 kW		21円/kWh				1,694.00		21

				開発中		23		福島県南相馬市		2020年5月予定		31,839 kW		36円/kWh				31,839.06		36

						24		高知県四万十市		2021年6月予定		36,000 kW		36円/kWh				36,000.00		36



				アドバンテック資料を基に、本資産運用会社作成

				2019年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資 基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。

				上記各物件のうち未稼働（開発中）のものに係る運転開始年月及び発電出力については、あくまで2019年12月31日現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転開始されず、また、上記の 発電出力による運転が困難となる可能性があります。

																								調達価格 チョウタツ カカク		パネル出力（kW）

																								40.0		24,937 kW

																								36.0		101,817 kW

																								32.0		1,310 kW

																								21.0		1,694 kW

																								計 ケイ		129,758 kW

																										129,758.16





超過分配規程

				継続的
利益超過分配金 ケイゾクテキ リエキ チョウカ ブンパイキン		原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。

				一時的
利益超過分配金 イチジテキ		・新投資口発行等の資金調達
・大規模修繕・点検等
・地震・風水害等の自然災害
・火災等の事故
・想定外の天候不順
・出力制御による売電収入の減少
・訴訟和解金の支払
・設備の売却損の発生
・その他の一時的要因
により、1口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、継続的な利益超過分配の分配額と合わせて60％を上限とする。





AD概要

				アドバンテックの概要（2019年12月31日現在）

				社名		株式会社アドバンテック

				設立		34820

				代表者		山名正英、首藤信生

				資本金		4,150万円

				事業内容		・真空配管部品及び真空排気管製造
・半導体向けガス配管及び真空配管製造
・各種機械加工
・半導体製造装置向け部品製造
・半導体製造装置関連部品輸入販売
・半導体向け化成品の製造販売
・テスト用ウェーハ販売
・太陽光関連事業
・測定装置販売

				本店所在地		東京本社

						〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館25F

						愛媛本社

						〒793-0046　愛媛県西条市港293-1

				従業員数		計309名（男218名　女91名）　※グループ会社等含みません

				海外拠点		アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、中国等







他社比較

						2016年		2017年		2017年		2018年		2018年		2019年		2019年

				タカラ		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期

				ALL		¥3,121		¥3,021		¥3,586		¥3,976		¥3,871		¥3,826

				利益 リエキ		¥3,121		¥3,021		¥3,123		¥3,512		¥3,521		¥3,492

				資本払戻 シホン ハラ モド						¥463		¥464		¥350		¥334

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						412		452		566		566

				割合 ワリアイ						13%		12%		8%		8%

				いちご				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ

				ALL				¥2,139				¥4,226				¥3,865

				利益 リエキ				¥869				¥2,046				¥1,680

				資本払戻 シホン ハラ モド				¥1,270				¥2,180				¥2,185

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				326				636				636

				割合 ワリアイ				40%				35%				35%

				ＲＪ						7月期		1月期		7月期		1月期

				ALL						¥476		¥3,258		¥3,249		¥3,272

				利益 リエキ								¥1,913		¥1,917		¥1,753

				一時差異 イチジ サイ						¥476		¥789				¥118

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥556		¥1,332		¥1,401

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ								173		278		406

				割合 ワリアイ								13%		33%		33%

				ＣＳ								6月期 ツキ キ		12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL								¥2,350		¥3,600		¥3,650

				利益 リエキ								¥1,542		¥1,783		¥3,073

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥808		¥1,817		¥577

				減価償却費百万円 ゲンカ ショウキャク ヒ ヒャクマンエン								743		713		813

				割合 ワリアイ								20%		59%		16%

				東京インフラ トウキョウ										12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL										¥651		¥4,203

				利益 リエキ										¥0		¥0

				一時差異 イチジ サイ										¥205		¥3,116

				資本払戻 シホン ハラ モド										¥446		¥1,087

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										89		178

				割合 ワリアイ										22%		28%





役員会



						役員会開催状況 ヤクインカイ カイサイ ジョウキョウ



						2017年 ネン						2018年 ネン

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

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		2				20

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ



						2019年 ネン																合計 ゴウケイ

						1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		1		2		1		1		1		3		1		2		32																44		64

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ









概要





								設立 セツリツ				reserved-43018x1F

								上場日 ジョウジョウ ビ				reserved-43370x1F

								証券コード ショウケン				9285

								所在地 ショザイチ				東京都千代田区大手町二丁目１番１号　大手町野村ビル21階 チヨダク オオテマチ ノムラ カイ

								役員 ヤクイン				役　職 ヤク ショク		氏　名 シ ナ		主な兼職等 オモ ケンショク トウ

												執行役員 シッコウ ヤクイン		永森　利彦 ナガモリ トシヒコ		東京ｲﾝﾌﾗｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役社長 トウキョウ カブシキガイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

												監督役員 カントク ヤクイン		内藤　加代子 ナイトウ カヨコ		弁護士法人大江橋法律事務所 カウンセル ベンゴシ ホウジン オオエバシ ホウリツ ジム ショ

																立命館大学法科大学院 非常勤講師 リツメイカン ダイガク ホウカ ダイガクイン ヒジョウキン コウシ

																双日株式会社 社外取締役 ソウジツ カブシキガイシャ シャガイ トリシマリヤク

														丸山　貴生 マルヤマ タカシ ウ		クリフィックス税理士法人　マネージャー ゼイリシ ホウジン

								決算期 ケッサン キ				6月及び12月 ツキ オヨ ツキ

								会計監査人 カイケイ カンサ ニン				太陽有限責任監査法人 タイヨウ ユウゲン セキニン カンサ ホウジン

								投資主名簿等管理人 トウシ ヌシ メイボ トウ カンリニン				三菱UFJ信託銀行株式会社

								資産運用会社 シサン ウンヨウ ガイシャ				東京インフラアセットマネジメント株式会社
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保有資産概要 3
S-3 TI鹿沼太陽光発電所

S-5 TI釧路太陽光発電所

（単位：kWh）

（単位：kWh）

所在地 栃木県鹿沼市

調達価格 36円/kWh

パネル出力 1,370kW

パネルメーカー REC Peak Energy

パワコン供給者 株式会社安川電機

EPC業者 株式会社アドバンテック

運転開始日 2015年2月26日

買取電気事業者 東京電力エナジー
パートナー株式会社

所在地 北海道釧路郡

調達価格 36円/kWh

パネル出力 1,965kW

パネルメーカー Jinko Solar

パワコン供給者 日新電機株式会社

EPC業者 株式会社クールトレード

運転開始日 2016年12月2日

買取電気事業者 北海道電力株式会社

11


実績

																						PL（決算期） ケッサン キ								1219修正予想 シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		予想差異 ヨソウ サイ

				項目 コウモク				2019年6月期 ネン ツキ キ		2019年12月期 ネン ツキ キ												不動産賃貸収入合計 フドウサン チンタイ シュウニュウ ゴウケイ								368,082,036		363,901,070		▲ 4,180,966

								実績 ジッセキ		2019年12月19日
修正予想 ネン ツキ ニチ シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ		予想比 ヨソウ ヒ						最低保証 サイテイ ホショウ								359,358,625		359,358,636

				営業収益 エイギョウ シュウエキ				467		368		363		▲ 5 		-1.1%						実績連動 ジッセキ レンドウ								8,723,411		4,514,689

						営業費用		284		277		277		＋0 		0.1%						駐車場使用料 チュウシャジョウ シヨウリョウ								27,745

				営業利益 エイギョウ リエキ				183		91		86		▲ 5 		-5.0%						施設使用料 シセツ シヨウ リョウ								220,923,231

				経常利益 ケイジョウ リエキ				143		51		48		▲ 3 		-5.8%						付帯収益 フタイ シュウエキ								0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				143		51		47		▲ 4 		-6.7%						解約違約金 カイヤク イヤクキン								0

				１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン				4,203円		2,195円		2,195円		±0円 エン		0.0%				←今回手入力 コンカイ テ ニュウリョク		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ								27,952,000						営業費用 エイギョウ ヒヨウ

						利益分配金 リエキ ブンパイキン		0円		857円		1,034円		＋177円		20.7%						その他収入 タ シュウニュウ										27,745				予想 ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ

						利益超過（一時差異）（注1） リエキ チョウカ イチジ サイ チュウ		3,116円		251円		0円		▲ 251円		-100.0%						不動産賃貸費用合計 フドウサン チンタイ ヒヨウ ゴウケイ								220,923,231		220,260,056				276,789,350		277,132,718		343,368

						利益超過（資本払戻）（注2） リエキ チョウカ シホン ハラ モド チュウ		1,087円		1,087円		1,161円		＋74円		6.8%								管理費(PM+BM) カンリヒ

																								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ

																								租税公課 ソゼイ コウカ						27,952,000		27,957,000

																								保険料(損害賠償) ホケンリョウ ソンガイ バイショウ						3,663,784		3,644,844

																								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						178,522,830		178,522,835

																								減価償却費(CAPEX) ゲンカ ショウキャク ヒ

																								減価償却費(資産除去債務) ゲンカ ショウキャク ヒ シサンジョキョサイム

																								信託報酬 シンタク ホウシュウ						3,276,348		2,609,678

																								修繕費 シュウゼンヒ						2,501,740		2,501,740

																								その他費用（地代等） タ ヒヨウ チダイ トウ						5,006,529		5,023,959

																						賃貸事業利益 チンタイ ジギョウ リエキ								147,158,805		143,641,014

																						営業費用 エイギョウ ヒヨウ								55,866,119		56,872,662

																								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ						1,600,000		1,600,000

																								資産運用報酬1 シサン ウンヨウ ホウシュウ						14,156,448		15,908,164

																								資産運用報酬2 シサン ウンヨウ ホウシュウ

																								資産保管手数料 シサン ホカン テスウリョウ						630,000		630,000

																								一般事務委託手数料 イッパン ジム イタク テスウ リョウ						11,410,015		11,052,422

																								投資口事務代行手数料（基本料） トウシ グチ ジム ダイコウ テスウリョウ キホン リョウ

																								投資口事務代行手数料（配当支払等） ハイトウ シハライ トウ

																								その他営業費用　合計 タ エイギョウ ヒヨウ						28,069,656		27,682,076

																										会計監査人報酬 カイケイ カンサ ニン ホウシュウ				6,900,000		6,900,000

																										税理士報酬 ゼイリシ ホウシュウ

																										弁護士報酬 ベンゴシ ホウシュウ				9,771,998		6,783,342

																										DO（会社役員賠償責任）保険 カイシャ ヤクイン バイショウ セキニン ホケン				537,422		537,422

																										通信費（運用報告書発送費） ツウシンヒ ウンヨウ ホウコクショ ハッソウ ヒ

																										運用報告作成費 ウンヨウ ホウコク サクセイ ヒ				7,896,800		5,147,300

																										有報作成費 ユウホウ サクセイ ヒ

																										マーケット調査費用（有報使用データ） チョウサ ヒヨウ ユウホウ シヨウ

																										プレスリリース作成費 サクセイ ヒ

																										ウェブサイト修正費 シュウセイ ヒ

																										決算説明会費用作成費 ケッサン セツメイカイ ヒヨウ サクセイ ヒ

																										決算IR関連費用 ケッサン カンレン ヒヨウ

																										上場維持費用 ジョウジョウ イジ ヒヨウ

																										格付継続 カク ヅ ケイゾク

																										継続鑑定 ケイゾク カンテイ						4,500,000

																										銀行支払手数料 ギンコウ シハライ テスウリョウ						1,024,190

																										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				367,794		367,800

																										その他・予備費 タ				2,595,642		2,422,022

																						営業利益 エイギョウ リエキ								91,292,686		86,768,352		▲ 4,524,334

																						NOI

																						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								1,575		1,413,643

																								受取利息 ウケトリ リソク						1,575		1,574

																								雑収入 ザツシュウニュウ								1,412,069

																						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								40,028,974		39,895,638

																								支払利息 シハライ リソク						18,100,156		17,996,246

																								長期前払費用償却 チョウキ マエバラ ヒヨウ ショウキャク						5,766,775		5,737,349

																								繰延資産償却 クリノベ シサン ショウキャク				創立費償却 ソウリツ ヒ ショウキャク		5,026,380		5,026,380

																												投資口公開関連費用 トウシ グチ コウカイ カンレン ヒヨウ		10,300,644		10,300,644

																								AGTフィー/その他 タ						835,019		835,019

																						経常利益 ケイジョウ リエキ								51,265,287		48,286,357		▲ 2,978,930

																								特別利益 トクベツ リエキ						249,244

																								特別損失 トクベツ ソンシツ

																						税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								51,514,531		48,286,357

																						法人税、住民税、事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ ジギョウゼイ								500,000		689,419

																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								51,014,531		47,596,938		▲ 3,417,593

																						前期繰越損益 ゼンキ クリコシ ソンエキ								152,921,407		152,921,407

																						当期未処分利益 トウキ ミショブン リエキ								203,935,938		200,518,345

																						金利スワップ評価損益 キンリ ヒョウカ ソンエキ								▲ 164,463,676		▲ 147,418,864

																						投信法の利益 トウシンホウ リエキ								39,472,262		53,099,481

																						一次差異等調整引当金を除く前期り越利益 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ノゾ ゼンキ コ リエキ								25,888		25,888

																						一次差異等調整引当金の上限 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ジョウゲン								11,594,045		0

																						発行済投資口数　 ハッコウ ズ トウシ グチ スウ								46,039		46,039

																						発行済投資口数 （割当増資有） ハッコウ ズ トウシ グチ スウ ワリアテゾウシ アリ								46,039		46,039

																						分配金総額（利益分配金） ブンパイキン ソウガク リエキ ブンパイキン								39,455,423.0		47,604,326.0

																						利益超過分配総額（一時差異） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク イチジ サイ								11,555,789.0		0.0

																						利益超過分配総額（資本払戻） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク シホン ハラ モド								50,044,393.0		53,451,279.0

																						利益超過分配率 リエキ チョウカ ブンパイ リツ								28.00%		29.90%

																						分配金総額 ブンパイキン ソウガク								101,055,605.0		101,055,605.0

																						1口当たり分配金（利益超過含まない） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益超過含む） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益分配） クチ ア ブンパイキン リエキ ブンパイ								857.0		1,034.0

																						1口当たり分配金（一時差異） クチ ア ブンパイキン イチジ サイ								251.0		0.0

																						1口当たり分配額（資本払戻） クチ ア ブンパイ ガク シホン ハラ モド								1,087.0		1,161.0

																						利益超過小計 リエキ チョウカ ショウケイ								1,338.0		1,161.0

																						DPU合計 ゴウケイ								2,195.0		2,195.0





分配金の内訳

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						143		152		143		0

						9				178		143

												50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	143	152	143	0	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	9	178	143	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円
により利益なし

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



予想





						項目 コウモク						2020年6月期 ネン ツキ キ		2020年12月期 ネン ツキ キ		2021年6月期 ネン ツキ キ

												予想 ヨソウ		予想 ヨソウ		予想 ヨソウ

						営業収益 エイギョウ シュウエキ				百万円 ヒャクマンエン		440		400		441

						内、最低保証賃料 ウチ サイテイ ホショウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		388		357		387

						内、実績連動賃料Ⅰ ウチ ジッセキ レンドウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		51		43		53

								営業費用		百万円 ヒャクマンエン		272		278		283

						営業利益 エイギョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		168		122		158

								営業外費用		百万円 ヒャクマンエン		38		37		49

						経常利益 ケイジョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		130		84		108

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				百万円 ヒャクマンエン		129		83		107

						１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン						3,895円		2,898円		3,425円

								利益分配金 リエキ ブンパイキン				2,810円		1,813円		2,340円

								利益超過（一時差異） リエキ チョウカ イチジ サイ		（注2） チュウ		0円		0円		0円

								利益超過（資本払戻） リエキ チョウカ シホン ハラ モド		（注3） チュウ		1,085円		1,085円		1,085円







分配金総額

										仮 カリ

						予想 ヨソウ



										2020年6月期		2020年12月期		2021年6月期

										予想		予想		予想

						A. 当期純利益（予想）		百万円 ヒャクマン エン		129 		83 		83 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		164 		164 		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		293 		247 		235 

						D. 金利スワップ評価損益		百万円 ヒャクマン エン		△ 164 		△ 164 		△ 164 

						投信法上の利益（C+D）		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－		－		11 

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		50 		50 		50 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		179 		133 		132 





						実績 ジッセキ



										2019年12月期

										実績 ジッセキ

						A. 当期純利益		百万円 ヒャクマン エン		47 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		200 

						D. 一時差異等調整引当額 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ ガク		百万円 ヒャクマン エン		152 

						利益分配金原資 (C-D) リエキ ブンパイキン ゲンシ		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		53 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		101 







分配金の内訳 (2)

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク										分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						83		71		83		71										71

						152		164		178		11										11

												50										50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	83	71	83	71	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	152	164	178	11	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



スペック



						所在地 ショザイチ		茨城県龍ヶ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ

		龍 リュウ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,456kW								所在地 ショザイチ

						パネルメーカー		REC Peak Energy								買取価格 カイトリ カカク

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"4"月"28"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ

		牛久 ウシク				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		2,284kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"10"月"30"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		栃木県鹿沼市 トチギ ケン カヌマ シ

		鹿沼 カヌマ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,370kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		株式会社安川電機 ヤスカワ デンキ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"2"月"26"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン

		矢吹 ヤブキ				調達価格 チョウタツ カカク		40円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		12,994kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		TMEIC

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社竹中工務店 カブシキガイシャ タケナカ コウムテン

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"3"月"25"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東北電力株式会社 トウホク デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン

		釧路 クシロ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,965kW

						パネルメーカー		Jinko Solar

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社クールトレード カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2016"年"12"月"2"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		北海道電力株式会社 ホッカイドウ デンリョク カブシキガイシャ

















資産サマリ



						発電設備名称		所在地		取得価格		発電所評価額		パネル出力		調達価格 チョウタツ		残存調達期間

										（百万円）		（百万円）		（kW）		（円／kW）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ヶ崎市		564		549～677		1,456		36		14年4か月

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市		884		842～1,010		2,284		36		14年10か月

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市		509		465～584		1,370		36		15年2か月

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡		5,815		5,551～6,714		12,994		40		15年3か月

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡		752		736～903		1,965		36		16年11か月

						合計				8,524		8,143～9,888		20,072

												PwC評価		下限		上限

												龍ヶ崎		549		677

												牛久		842		1,010

												鹿沼		465		584

												矢吹		5,551		6,714

												釧路		736		903

												0		8,143		9,888

														仲値 ナカネ		9,015.5





発電量

																																				前期 ゼンキ		6/30/19

								7月 ツキ				8月 ツキ				9月 ツキ				10月 ツキ				11月 ツキ				12月 ツキ								当期 トウキ		12/31/19

						発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値								日数 ニッスウ		184

						（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)				自動計算 ジドウ ケイサン

						(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)				合計 ゴウケイ						パネル出力kWh シュツリョク		設備利用率 セツビ リヨウリツ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		167,941

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
月次発電実績プレス
値貼り付け		134,390		176,966		169,720		138,447		139,880		124,940		109,890		104,392		116,250		111,268		94,260				823,954		764,390				1,456.00		11.9%

				TI牛久太陽光発電所		264,890		209,790		279,125		272,300		218,589		227,760		197,265		168,800		164,641		185,410		176,221		148,680				1,300,731		1,212,740				2,284.80		12.0%

				TI鹿沼太陽光発電所		140,555		107,038		158,915		141,350		133,956		115,160		125,390		92,523		109,182		100,796		115,647		82,931				783,645		639,798				1,370.88		10.6%

				TI矢吹太陽光発電所		1,376,547		1,191,500		1,550,629		1,420,600		1,298,151		1,268,000		1,228,731		944,100		987,607		944,000		906,309		738,400				7,347,974		6,506,600				12,994.80		11.3%

				TI釧路太陽光発電所		185,475		191,890		191,960		175,790		180,866		224,910		192,552		181,610		168,851		210,790		159,049		162,170				1,078,753		1,147,160				1,965.60		13.2%

				合計		2,135,409		1,834,608		2,357,594		2,179,760		1,970,010		1,975,710		1,868,878		1,496,923		1,534,673		1,557,246		1,468,493		1,226,441				11,335,057		10,270,688		下表参照値 カヒョウ サンショウ チ		20,072.08

																																11,335,057		10,270,688		タテ計 ケイ

				実績発電量/予想発電量 ジッセキ ハツデン リョウ ヨソウ ハツデン リョウ

						2019年
7月 ネン ツキ		2019年
8月 ネン ツキ		2019年
9月 ネン ツキ		2019年
10月 ネン ツキ		2019年
11月 ネン ツキ		2019年
12月 ネン ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ								

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
6月度/12月度のプレス
を値貼り付け
		物件数		パネル出力		発電量予測値		発電量実績値		差異

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		80.0%		95.9%		101.0%		88.0%		111.4%		84.7%		92.8%												（kW）		（kWh）（注1）		(kWh)（注2）		(kWh)

				TI牛久太陽光発電所		79.2%		97.6%		104.2%		85.6%		112.6%		84.4%		93.2%														(A)		(B)		(B)-(A)

				TI鹿沼太陽光発電所		76.2%		88.9%		86.0%		73.8%		92.3%		71.7%		81.6%								43647		5		20,072.08		2,135,409		1,834,608		-300,801

				TI矢吹太陽光発電所		86.6%		91.6%		97.7%		76.8%		95.6%		81.5%		88.5%								43678		5		20,072.08		2,357,594		2,179,760		-177,834

				TI釧路太陽光発電所		103.5%		91.6%		124.4%		94.3%		124.8%		102.0%		106.3%								43709		5		20,072.08		1,970,010		1,975,710		5,700

				合計		85.9%		92.5%		100.3%		80.1%		101.5%		83.5%		90.6%								43739		5		20,072.08		1,868,878		1,496,923		-371,955

																										43770		5		20,072.08		1,534,673		1,557,246		22,573

				合計予想発電量（kWh） ゴウケイ ヨソウ ハツデン リョウ		2,135,409		2,357,594		1,970,010		1,868,878		1,534,673		1,468,493		11,335,057								43800		5		20,072.08		1,468,493		1,226,441		-242,051

				合計実績発電量（kWh） ゴウケイ ジッセキ ハツデン リョウ		1,834,608		2,179,760		1,975,710		1,496,923		1,557,246		1,226,441		10,270,688								合計		－		－		11,335,057		10,270,688		-1,064,368

				差異 サイ		▲ 300,801		▲ 177,834		＋5,700		▲ 371,955		＋22,573		▲ 242,052		▲ 1,064,368

																値張り↑ アタイ バ		値張り↑ アタイ バ

						値貼り付け アタイ ハ ツ												値参照 アタイ サンショウ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		127,351		123,953		157,882		171,752		188,495		154,741		167,941		176,966		138,447		124,940		104,392		111,268		823,954		2,572,082

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		147,340		110,180		164,880		184,050		203,830		135,230		134,390		169,720		139,880		109,890		116,250		94,260		764,390		2,474,290

				TI牛久太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.2%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		201,687		195,310		247,754		269,518		297,308		244,070		264,890		279,125		218,589		197,265		164,641		176,221		1,300,731		4,057,109

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		234,940		175,100		256,270		287,960		326,070		224,220		209,790		272,300		227,760		168,800		185,410		148,680		1,212,740		3,930,040

				TI鹿沼太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.9%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		136,888		132,506		161,104		161,025		165,519		139,496		140,555		158,915		133,956		125,390		109,182		115,647		783,645		2,463,828

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		123,380		116,081		145,409		167,462		175,535		129,140		107,038		141,350		115,160		92,523		100,796		82,931		639,798		2,136,603

				TI矢吹太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				86.7%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		955,140		1,029,876		1,446,830		1,553,657		1,718,041		1,493,396		1,376,547		1,550,629		1,298,151		1,228,731		987,607		906,309		7,347,974		22,892,888

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		926,500		1,091,317		1,566,300		1,705,000		1,955,600		1,381,200		1,191,500		1,420,600		1,268,000		944,100		944,000		738,400		6,506,600		21,639,117

				TI釧路太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				94.5%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		177,640		196,039		238,326		232,995		225,209		188,520		185,475		191,960		180,866		192,552		168,851		159,049		1,078,753		3,416,235

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		200,110		204,340		237,450		258,230		262,130		221,730		191,890		175,790		224,910		181,610		210,790		162,170		1,147,160		3,678,310

																																107.7%



TI龍ヶ崎太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	127351	123953	157882	171752	188495	154741	167941	176966	138447	124940	104392	111268	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	147340	110180	164880	184050	203830	135230	134390	169720	139880	109890	116250	94260	







TI牛久太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	201687	195310	247754	269518	297308	244070	264890	279125	218589	197265	164641	176221	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	234940	175100	256270	287960	326070	224220	209790	272300	227760	168800	185410	148680	







TI鹿沼太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	136888	132506	161104	161025	165519	139496	140555	158915	133956	125390	109182	115647	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	123380	116081	145409	167462	175535	129140	107038	141350	115160	92523	100796	82931	







TI矢吹太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	955140	1029876	1446830	1553657	1718041	1493396	1376547	1550629	1298151	1228731	987607	906309	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	926500	1091317	1566300	1705000	1955600	1381200	1191500	1420600	1268000	944100	944000	738400	







TI釧路太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	177640	196039	238326	232995	225209	188520	185475	191960	180866	192552	168851	159049	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	200110	204340	237450	258230	262130	221730	191890	175790	224910	181610	210790	162170	









運用開始来実績

				期 キ		年月 ネンゲツ		発電量予測値		発電量実績値		差異 サイ		月次達成率 ゲツジ タッセイリツ		期中達成率 キチュウ タッセイリツ				期別合計 キ ベツ ゴウケイ		期別合計 キ ベツ ゴウケイ

								（kWh）		（kWh）		（kWh）								発電量予測値		発電量実績値

								A		B		B-A		B/A×100

				第2期 ダイ キ		2018年10月 ネン ツキ		1,880,341		1,746,599		▲ 133,742		92.9%		96.1%

						2018年11月 ネン ツキ		1,544,069		1,663,093		119,024		107.7%

						2018年12月 ネン ツキ		1,477,445		1,299,011		▲ 178,434		87.9%						4,901,855		4,708,703

				第3期 ダイ キ		2019年1月 ネン		1,598,707		1,632,270		33,563		102.1%		104.6%

						2019年2月 ネン		1,677,684		1,697,017		19,333		101.2%

						2019年3月 ネン		2,251,896		2,370,309		118,413		105.3%

						2019年4月 ネン		2,388,948		2,602,702		213,754		108.9%

						2019年5月 ネン		2,594,572		2,923,165		328,593		112.7%

						2019年6月 ネン		2,220,224		2,091,520		▲ 128,704		94.2%						12,732,031		13,316,983

				第4期 ダイ キ		2019年7月 ネン		2,135,409		1,834,608		▲ 300,801		85.9%		90.6%

						2019年8月 ネン		2,357,594		2,179,760		▲ 177,834		92.5%

						2019年9月 ネン		1,970,010		1,975,710		5,700		100.3%

						2019年10月 ネン		1,868,878		1,496,923		▲ 371,955		80.1%

						2019年11月 ネン		1,534,673		1,557,246		22,573		101.5%

						2019年12月 ネン		1,468,493		1,226,441		▲ 242,051		83.5%						11,335,057		10,270,688

				合計 ゴウケイ				28,968,943		28,296,374		▲ 672,569		97.7%		－





分散状況

						物件名称 ブッケン メイショウ		所在地 ショザイチ		取得価格 シュトク カカク		期末評価価値 キマツ ヒョウカ カチ				調達価格 チョウタツ カカク		残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン		買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ

										（百万円）		（百万円）		比率 ヒリツ		（円/kWh）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ケ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ		564		613		6.8%		36		14年4ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ		884		926		10.3%		36		14年10ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市 トチギケン カヌマシ		509		524		5.8%		36		15年2ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン		5,815		6,132		68.0%		40		15年3ヶ月 ネン ツキ		東北電力 トウホク デンリョク

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン		752		819		9.1%		36		16年11ヶ月 ネン ツキ		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク

								合計 ゴウケイ		8,524		9,016		100.0%		－		－		－



				時点 ジテン		12/31/19		PwC評価 ヒョウカ		下限 カゲン		上限 ジョウゲン		中間（切捨） チュウカン キリス								地域分散 チイキ ブンサン

								龍ヶ崎 リュウガサキ		549.0		677.0		613.0		6.8%						北海道地方 ホッカイドウ チホウ		752		8.8%

								牛久 ウシク		842.0		1,010.0		926.0		10.3%						東北地方 トウホク チホウ		5,815		68.2%

								鹿沼 カヌマ		465.0		584.0		524.5		5.8%						関東地方 カントウ チホウ		1,957		23.0%

								矢吹 ヤブキ		5,551.0		6,714.0		6,132.5		68.0%								8,524

								釧路 クシロ		736.0		903.0		819.5		9.1%

										8,143.0		9,888.0		9,015.5		100.0%						残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン

																						15年以上 ネンイジョウ		7,076		83.0%

																						15年未満 ネン ミマン		1,448		17.0%

																								8,524

																						買取電気事業者別分散 カイトリ デンキ ジギョウシャ ベツ ブンサン

																						東京電力
エナジーパートナー トウキョウ デンリョク		1,957		23.0%

																						東北電力 トウホク デンリョク		5,815		68.2%

																						北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		752		8.8%

																								8,524



地域分散状況（取得価格ベース）





北海道地方	東北地方	関東地方	8.8221492257156267E-2	0.68219145940872827	0.22958704833411545	



残存調達期間状況（取得価格ベース）







15年以上	15年未満	0.83012670107930553	0.1698732989206945	



買取電気事業者別分散状況

（取得価格ベース）







東京電力	
エナジーパートナー	東北電力	北海道電力	0.22958704833411545	0.68219145940872827	8.8221492257156267E-2	





投資口価格

														Y!ファィナンス

								1～20件/97件中

								日付		始値		高値		安値		終値		出来高

								2018/9/27		92,600		92,900		91,700		92,300		3,469

								2018/9/28		92,500		94,900		92,500		92,600		819

								2018/10/1		93,600		94,200		93,100		93,100		180

								2018/10/2		93,700		94,300		93,200		93,800		136

								2018/10/3		93,800		94,500		93,500		93,600		209

								2018/10/4		93,500		93,600		93,000		93,000		351

								2018/10/5		93,000		93,300		92,800		93,100		246

								2018/10/9		93,600		93,600		92,900		93,000		104

								2018/10/10		93,000		93,400		92,800		93,000		175

								2018/10/11		92,500		92,800		91,500		91,800		853

								2018/10/12		91,800		92,100		91,700		91,700		511

								2018/10/15		92,000		93,000		92,000		92,200		277

								2018/10/16		92,000		92,600		92,000		92,100		383

								2018/10/17		92,600		92,900		91,400		91,600		458

								2018/10/18		91,600		92,200		91,400		91,500		368

								2018/10/19		92,300		92,300		91,100		91,800		347

								2018/10/22		92,100		92,100		91,300		91,500		113

								2018/10/23		91,700		92,000		91,300		91,300		152

								2018/10/24		91,400		92,100		91,400		92,000		204

								2018/10/25		91,300		91,600		91,000		91,000		504

								2018/10/26		91,100		91,300		90,600		90,900		331

								2018/10/29		91,000		91,000		90,000		90,000		197

								2018/10/30		89,100		90,100		88,300		88,300		702

								2018/10/31		88,500		88,800		88,100		88,100		376

								2018/11/1		88,300		88,600		88,000		88,000		242

								2018/11/2		88,300		88,600		88,200		88,600		144

								2018/11/5		89,300		89,300		88,400		88,900		158

								2018/11/6		90,200		90,200		88,400		88,600		329

								2018/11/7		88,600		89,000		88,300		88,300		132

								2018/11/8		88,400		88,600		88,300		88,400		230

								2018/11/9		88,300		88,300		88,100		88,100		423

								2018/11/12		88,200		88,500		88,100		88,200		96

								2018/11/13		88,200		88,300		87,900		88,100		255

								2018/11/14		88,000		88,300		88,000		88,000		162

								2018/11/15		88,200		88,300		88,100		88,300		54

								2018/11/16		88,200		88,400		88,000		88,000		79

								2018/11/19		88,000		88,300		88,000		88,100		116

								2018/11/20		88,300		88,500		88,200		88,300		87

								2018/11/21		88,000		88,100		87,700		87,700		285

								2018/11/22		87,700		87,700		87,100		87,100		363

								2018/11/26		87,000		87,000		85,700		85,700		619

								2018/11/27		85,700		86,000		85,300		85,600		443

								2018/11/28		85,600		87,100		85,600		86,100		589

								2018/11/29		87,900		87,900		86,100		86,500		242

								2018/11/30		86,500		86,500		85,500		85,800		493

								2018/12/3		85,900		86,000		85,200		85,200		579

								2018/12/4		85,300		85,400		85,100		85,200		358

								2018/12/5		85,200		85,500		84,700		84,700		562

								2018/12/6		84,600		84,700		84,300		84,300		465

								2018/12/7		84,300		84,400		84,000		84,300		413

								2018/12/10		84,400		84,400		83,900		84,100		272

								2018/12/11		83,800		83,900		82,400		82,400		1,044

								2018/12/12		82,900		83,200		82,800		83,000		428

								2018/12/13		83,200		84,300		83,200		84,200		166

								2018/12/14		84,100		84,500		83,600		84,000		171

								2018/12/17		84,500		86,000		84,100		85,700		247

								2018/12/18		85,200		85,800		84,700		84,700		266

								2018/12/19		84,600		84,900		84,300		84,300		217

								2018/12/20		84,300		84,500		83,100		83,700		496

								2018/12/21		83,400		83,400		82,500		82,700		717

								2018/12/25		82,000		82,400		81,500		82,300		1,234

								2018/12/26		82,300		83,800		82,000		82,400		421

								2018/12/27		83,700		84,000		83,300		84,000		338

								2018/12/28		83,900		83,900		83,400		83,700		71

								2019/1/4		84,000		84,500		83,700		84,400		123

								2019/1/7		85,000		86,300		84,600		84,700		234

								2019/1/8		86,200		86,300		85,900		86,100		152

								2019/1/9		86,200		86,400		86,000		86,200		188

								2019/1/10		86,700		86,700		86,000		86,200		120

								2019/1/11		86,200		86,700		86,200		86,200		146

								2019/1/15		86,900		87,000		86,300		86,900		137

								2019/1/16		87,000		87,000		86,300		86,900		271

								2019/1/17		87,000		87,000		86,200		87,000		217

								2019/1/18		86,800		87,000		86,500		86,600		144

								2019/1/21		87,100		87,100		86,600		87,000		146

								2019/1/22		87,100		87,100		86,800		86,800		69

								2019/1/23		86,700		87,300		86,700		87,000		128

								2019/1/24		87,300		87,300		86,600		86,800		131

								2019/1/25		87,300		87,500		86,800		87,000		129

								2019/1/28		87,000		88,000		87,000		87,900		158

								2019/1/29		88,100		88,400		87,900		88,400		119

								2019/1/30		88,200		88,800		88,000		88,300		285

								2019/1/31		88,600		88,700		88,400		88,700		165

								2019/2/1		88,500		88,700		88,500		88,600		46

								2019/2/4		88,800		88,900		88,600		88,800		76

								2019/2/5		88,800		88,800		88,400		88,600		104

								2019/2/6		88,700		88,700		88,500		88,600		44

								2019/2/7		88,700		88,700		87,600		88,400		156

								2019/2/8		88,100		88,600		87,100		87,700		179

								2019/2/12		87,700		88,400		87,000		87,800		96

								2019/2/13		87,700		88,400		87,000		87,600		148

								2019/2/14		87,600		87,600		86,500		86,600		173

								2019/2/15		86,400		87,700		86,100		86,300		248

								2019/2/18		86,000		86,600		85,900		85,900		414

								2019/2/19		86,200		86,900		86,000		86,400		174

								2019/2/20		86,400		86,800		86,000		86,600		44

								2019/2/21		86,700		86,800		85,900		86,200		291

								2019/2/22		86,200		86,400		85,900		86,200		80

								2019/2/25		87,800		90,800		87,600		88,700		1,709

								2019/2/26		89,100		90,300		89,100		90,200		417

								2019/2/27		90,600		91,500		90,400		90,800		380

								2019/2/28		91,300		91,500		90,000		90,300		770

								2019/3/1		91,000		91,000		89,900		90,100		142

								2019/3/4		91000		91000		90500		90,800		84

								2019/3/5		90500		90900		90300		90,500		106

								2019/3/6		90500		90700		90000		90,400		90

								2019/3/7		90100		90900		90100		90,600		59

								2019/3/8		90700		90900		90300		90,600		66

								2019/3/11		90600		90800		90400		90,800		47

								2019/3/12		90800		91000		90600		90,900		49

								2019/3/13		91000		91000		90600		91,000		147

								2019/3/14		91000		91700		91000		91,700		76

								2019/3/15		91200		91900		91200		91,900		77

								2019/3/18		92000		93100		92000		92,800		145

								2019/3/19		93000		94100		93000		93,400		206

								2019/3/20		94000		94500		93700		94,500		105

								2019/3/22		95000		95600		95000		95,500		164

								2019/3/25		97000		97200		96200		96,600		296

								2019/3/26		96900		96900		96000		96,700		319

								2019/3/27		96900		96900		96100		96,500		321

								2019/3/28		96800		96800		96200		96,800		305

								2019/3/29		96900		97100		96500		97,100		397

								2019/4/1		97200		97200		96600		96,600		284

								2019/4/2		96700		97000		96000		96,000		247

								2019/4/3		96900		97000		96400		97,000		115

								2019/4/4		96500		97000		96300		96,300		272

								2019/4/5		96600		96900		96300		96,900		55

								2019/4/8		96900		97000		96600		97,000		189

								2019/4/9		96900		96900		96400		96,600		225

								2019/4/10		97000		97000		96000		96,300		304

								2019/4/11		96600		96600		96100		96,300		151

								2019/4/12		96500		96500		96000		96,100		254

								2019/4/15		96100		96400		95900		96,300		94

								2019/4/16		96600		96700		96400		96,600		79

								2019/4/17		96600		96800		96500		96,800		217

								2019/4/18		96600		96800		96100		96,200		210

								2019/4/19		96300		96600		96300		96,300		55

								2019/4/22		96900		96900		96300		96,500		168

								2019/4/23		96800		96900		96000		96,900		297

								2019/4/24		96900		96900		96300		96,900		161

								2019/4/25		96900		97000		96700		96,900		134

								2019/4/26		97000		97100		96700		97,100		247

								2019/5/7		97200		97400		96400		97,300		185

								2019/5/8		97000		97100		96600		97,000		244

								2019/5/9		97000		97500		96800		97,100		117

								2019/5/10		96800		97100		96800		96,800		222

								2019/5/13		97100		97300		96800		97,100		204

								2019/5/14		97100		97100		96500		97,000		316

								2019/5/15		96900		97100		96900		96,900		117

								2019/5/16		97300		97300		97000		97,000		108

								2019/5/17		97300		97500		97200		97,200		159

								2019/5/20		97500		97600		97100		97,600		196

								2019/5/21		97600		98000		97200		98,000		250

								2019/5/22		98300		98300		97500		97,800		263

								2019/5/23		97900		98000		97500		97,800		257

								2019/5/24		97800		98200		97800		98,200		151

								2019/5/27		98400		98700		98000		98,300		247

								2019/5/28		98500		98700		98200		98,600		278

								2019/5/29		98600		98900		98500		98,700		351

								2019/5/30		98800		99300		98700		99,000		440

								2019/5/31		99100		99300		98400		98,400		476

								2019/6/3		98400		98900		98100		98,400		145

								2019/6/4		98200		98700		98200		98,500		154

								2019/6/5		98400		98900		98300		98,400		269

								2019/6/6		98400		98900		98400		98,900		117

								2019/6/7		98600		99100		98600		99,100		247

								2019/6/10		99300		99600		99100		99,300		546

								2019/6/11		99500		99600		99100		99,200		298

								2019/6/12		99300		99700		99300		99,600		345

								2019/6/13		99000		99300		98000		98,600		979

								2019/6/14		99000		99300		98900		99,000		322

								2019/6/17		99400		99500		99000		99,400		262

								2019/6/18		99700		99700		99200		99,500		456

								2019/6/19		99600		99600		99200		99,600		370

								2019/6/20		99300		99600		99200		99,600		370

								2019/6/21		99500		99600		99400		99,600		449

								2019/6/24		99500		100000		99300		99,800		470

								2019/6/25		99500		100000		99400		99,400		457

								2019/6/26		96000		97000		95900		96,300		921

								2019/6/27		96900		97200		96500		96,900		295

								2019/6/28		98000		98000		96600		96,800		368

								2019/7/1		96900		97400		96900		97,200		179

								2019/7/2		97600		97600		97200		97,500		261

								2019/7/3		97800		98100		97200		97,300		187

								2019/7/4		97600		97600		97000		97,400		350

								2019/7/5		97500		97600		97200		97,500		186

								2019/7/8		97200		97900		97200		97,900		160

								2019/7/9		97900		97900		97500		97,800		84

								2019/7/10		97900		98200		97500		97,500		234

								2019/7/11		98000		98100		97700		98,100		40

								2019/7/12		97700		98000		97600		98,000		121

								2019/7/16		98200		98200		97800		97,900		181

								2019/7/17		97700		97900		97600		97,900		89

								2019/7/18		97900		97900		97200		97,200		205

								2019/7/19		97200		97900		97200		97,300		63

								2019/7/22		97800		97800		97300		97,400		77

								2019/7/23		97300		97500		97200		97,400		84

								2019/7/24		97200		97600		97200		97,500		60

								2019/7/25		97500		97800		97500		97,800		105

								2019/7/26		97500		98000		97500		98,000		183

								2019/7/29		98000		98100		97400		97,800		175

								2019/7/30		97600		98000		97400		97,700		125

								2019/7/31		97700		97900		97600		97,800		58

								2019/8/1		97900		98200		97600		98,000		173

								2019/8/2		98000		98000		97600		97,900		73

								2019/8/5		97900		98200		97400		97,500		285

								2019/8/6		97500		98000		97100		97,700		139

								2019/8/7		98100		98100		97100		97,400		171

								2019/8/8		97300		97900		97200		97,400		123

								2019/8/9		97700		97900		97400		97,700		38

								2019/8/13		97700		97800		97600		97,800		49

								2019/8/14		97600		97900		97300		97,500		140

								2019/8/15		97800		97900		97100		97,300		172

								2019/8/16		97800		97900		97400		97,600		116

								2019/8/19		97900		98000		97500		97,800		204

								2019/8/20		98000		98100		97800		98,000		103

								2019/8/21		98000		98500		98000		98,400		225

								2019/8/22		98400		98400		97700		97,900		268

								2019/8/23		97700		98000		97300		97,600		275

								2019/8/26		97300		97500		96500		96,700		645

								2019/8/27		97100		97300		96900		97,200		71

								2019/8/28		97000		97100		96500		96,800		274

								2019/8/29		96800		96800		96400		96,500		209

								2019/8/30		96800		96800		96400		96,500		152

								2019/9/2		96600		96900		96600		96,700		108

								2019/9/3		97200		98300		96900		98,000		360

								2019/9/4		98000		100200		98000		99,000		470

								2019/9/5		99000		100200		98700		99,600		516

								2019/9/6		99500		100000		99300		100,000		148

								2019/9/9		99800		100000		99600		99,900		218

								2019/9/10		99900		100500		99600		100,000		349

								2019/9/11		100200		100500		99200		99,300		261

								2019/9/12		99400		100000		98800		99,700		308

								2019/9/13		99700		100500		99600		99,900		440

								2019/9/17		100200		100200		100000		100,200		172

								2019/9/18		100200		100400		99900		99,900		322

								2019/9/19		100300		100300		100000		100,300		228

								2019/9/20		100400		100500		100100		100,400		401

								2019/9/24		100300		101000		100300		100,800		279

								2019/9/25		101100		102000		100800		102,000		310

								2019/9/26		102000		103500		102000		103,400		292

								2019/9/27		103400		104300		103100		103,700		232

								2019/9/30		103700		104800		102400		103,000		259

								2019/10/1		103500		104000		102600		103,500		215

								2019/10/2		104000		104400		103500		103,900		142

								2019/10/3		103900		104700		103800		104,700		86

								2019/10/4		104700		107100		104700		105,900		376

								2019/10/7		107100		108100		106500		108,000		342

								2019/10/8		108100		109000		108000		108,900		441

								2019/10/9		108300		110200		108200		109,900		456

								2019/10/10		110400		111100		109700		109,900		444

								2019/10/11		109700		110000		108500		108,600		773

								2019/10/15		107500		110700		107500		108,100		401

								2019/10/16		107900		109700		107900		108,700		311

								2019/10/17		108700		109400		108000		108,500		159

								2019/10/18		109000		109000		107900		108,300		187

								2019/10/21		108400		109000		108400		109,000		109

								2019/10/23		109700		110800		109500		110,000		326

								2019/10/24		110200		110900		109600		110,600		120

								2019/10/25		111000		111100		109700		110,200		370

								2019/10/28		110300		111400		110300		111,000		189

								2019/10/29		111400		112200		111400		112,100		334

								2019/10/30		112500		112900		111500		112,100		327

								2019/10/31		113500		114000		112100		113,600		431

								2019/11/1		114600		116000		114500		115,900		277

								2019/11/5		118100		120000		117600		118,700		566

								2019/11/6		119900		120800		114600		116,300		732

								2019/11/7		113200		114800		110600		111,000		1018

								2019/11/8		111000		111700		105000		105,600		1695

								2019/11/11		104300		109500		103400		108,300		712

								2019/11/12		112000		112700		109500		109,600		420

								2019/11/13		108300		108800		106600		108,400		312

								2019/11/14		107200		110400		107000		110,000		241

								2019/11/15		111400		112700		110500		110,600		312

								2019/11/18		111600		112300		110700		112,200		214

								2019/11/19		113200		114900		112500		114,700		480

								2019/11/20		114800		114900		112300		113,700		315

								2019/11/21		113300		113500		111800		112,400		219

								2019/11/22		113100		113300		111600		112,000		181

								2019/11/25		112400		113000		111700		111,700		156

								2019/11/26		111800		113700		111800		113,300		172

								2019/11/27		113300		113300		112100		113,100		166

								2019/11/28		113100		114500		112900		113,400		222

								2019/11/29		113800		113900		112200		112,400		186

								2019/12/2		112800		113100		110700		111,100		489

								2019/12/3		111000		114000		110900		113,200		425

								2019/12/4		113000		113800		112700		113,600		112

								2019/12/5		113900		114000		112700		113,600		278

								2019/12/6		113800		113900		113500		113,800		155

								2019/12/9		113800		113900		113000		113,500		227

								2019/12/10		113100		114100		113100		113,900		382

								2019/12/11		113900		114300		113300		113,800		96

								2019/12/12		113400		114100		113400		114,000		154

								2019/12/13		114100		114100		112800		112,900		405

								2019/12/16		112800		113400		112800		113,400		48

								2019/12/17		113400		114000		113100		113,300		256

								2019/12/18		113500		113500		112800		113,200		360

								2019/12/19		113200		113400		113200		113,200		196

								2019/12/20		111600		111700		110000		110,300		1103

								2019/12/23		106400		106400		103200		103,900		2495

								2019/12/24		103000		104500		103000		103,200		737

								2019/12/25		103900		104200		103500		104,100		327

								2019/12/26		104000		105600		103500		103,800		700

								2019/12/27		102600		104200		102600		103,800		344

								2019/12/30		104100		104500		103800		103,900		238

								2020/1/6		104600		104600		103700		104,000		377

								2020/1/7		105100		105100		104500		105,000		154

								2020/1/8		105100		107000		105100		105,500		468

								2020/1/9		107200		107200		105600		106,500		110

								2020/1/10		107200		108800		106700		107,700		180

								2020/1/14		107700		108300		106700		107,800		364

								2020/1/15		108400		108700		108000		108,000		169

								2020/1/16		110000		110000		108100		108,800		145

								2020/1/17		108800		108900		108200		108,700		317

								2020/1/20		108700		108700		108300		108,300		104

								2020/1/21		108300		109000		108300		108,600		144

								2020/1/22		108600		108700		108500		108,600		67

								2020/1/23		108300		108500		108000		108,000		113

								2020/1/24		107700		107700		105400		106,000		344

								2020/1/27		106300		106400		102100		102,100		488

								2020/1/28		103300		105600		102700		104,800		316

								2020/1/29		105000		105500		104900		105,000		117

								2020/1/30		105400		105400		104400		104,400		74

								2020/1/31		104400		104900		104400		104,900		167

								2020/2/3		103500		103600		102400		103,400		259

								2020/2/4		103500		104000		103400		103,900		249

								2020/2/5		104000		104000		103000		103,300		195

								2020/2/6		103500		103700		103300		103,700		257

								2020/2/7		103700		103700		103300		103,300		91

								2020/2/10		103500		103700		103200		103,400		153

								2020/2/12		103700		103900		103300		103,900		102

								2020/2/13		103700		104900		103700		104,700		180

								2020/2/14		103900		104600		103800		104,200		244

								2020/2/17		104500		104900		104100		104,300		97

								2020/2/18		104200		104200		103800		103,900		60

								2020/2/19		103700		104100		103700		104,100		23

								2020/2/20		105000		105000		104400		104,700		430

								2020/2/21		104,600		105,600		104,600		105,600		287
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大口投資主

						氏名又は名称 シメイ マタ メイショウ		所有投資口数（口） ショユウ トウシ クチ スウ クチ		保有比率 ホユウ ヒリツ

				1		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ		2,235		4.85%				4.855%

				2		大和信用金庫		1,500		3.25%				3.258%

				3		個人 コジン		1,200		2.60%				2.606%

				4		株式会社福邦銀行 カブシキガイシャ フクホウ ギンコウ		980		2.12%				2.129%

				5		岡崎信用金庫 オカザキ		928		2.01%				2.016%

				6		個人 コジン		597		1.29%				1.297%

				7		九州ひぜん信用金庫		553		1.20%				1.201%

				8		個人 コジン		535		1.16%				1.162%

				9		株式会社福岡銀行 カブシキガイシャ フクオカ ギンコウ		470		1.02%				1.021%

				10		CACEIS BANK FOR CA SA/CAT-CL 3RD PARTY		450		0.97%				0.977%

						合計 ゴウケイ		9,448		20.52%				20.522%

						ALL		46,039





投資主シェア

						reserved-43646x1F										reserved-43465x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		80.3%				■		個人・その他 コジン タ		37,350口		81.1%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		9.1%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		3,928口		8.5%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		9.6%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,621口		10.0%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		1.0%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		140口		0.3%

						計 ケイ		46,039口		100.0%						計 ケイ		46,039口		100.0%





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		97.5%				■		個人・その他 コジン タ		4,041名		97.6%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		0.4%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		17名		0.4%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		1.8%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		72名		1.7%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		0.3%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		10名		0.2%

						計 ケイ		4,531名		100.0%						計 ケイ		4,140名		100.0%



						reserved-43830x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		34,250口		▲ 2,733口

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		6,632口		2,452口

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		4,283口		▲ 132口

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		874口		413口

						計 ケイ		46,039口		46,039口		0口





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		4,426名		10名

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		23名		3名

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		82名		0名

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		17名		4名

						計 ケイ		4,531名		4,548名		17名





借入状況

				reserved-43830x1F

				区分		借入先		残高
(百万円)		利率		借入日		返済期限		摘要

				長期		株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行 カブシキガイシャ アシカガ ギンコウ		4,933		0.70136%		reserved-43374x1F		reserved-47026x1F		無担保
無保証

						合計 ゴウケイ		4,933		－		－		－		－

								返済後残高 ヘンサイ ゴ ザンダカ								2018/12期
実績 キ ジッセキ		2019/6期
実績 キ ジッセキ		2019/12期
実績 キ ジッセキ		2020/6期
予想 キ ヨソウ		2020/12期
予想 キ ヨソウ		2021/6期
予想 キ ヨソウ

						新生 シンセイ		1,237,628,940		25.1%						57.7%		53.2%		53.5%		52.3%		52.0%		51.2%

						SMBC		1,237,628,940		25.1%

						中国 チュウゴク		934,765,064		18.9%

						足利 アシカガ		542,163,736		11.0%

						徳島 トクシマ		467,382,533		9.5%

						伊予 イヨ		280,429,520		5.7%

						高知 コウチ		233,691,267		4.7%

								4,933,690,000		100.00%



ＬＴＶ推移



[値]



[値]
[値]

2018/12期	
実績	2019/6期	
実績	2019/12期	
実績	2020/6期	
予想	2020/12期	
予想	2021/6期	
予想	0.57699999999999996	0.53200000000000003	0.53500000000000003	0.52300000000000002	0.52	0.51200000000000001	




賃貸事業収支

				201912期 キ														（円） エン																				（千円） セン エン

						賃貸事業収入比率 チンタイ ジギョウ シュウニュウ ヒリツ		6.85%		11.13%		6.16%		66.19%		9.66%

								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										TI龍ヶ崎
太陽光発電所 リュウガサキ タイヨウコウ ハツデン ショ		TI牛久
太陽光発電所 ウシク		TI鹿沼
太陽光発電所 カヌマ		TI矢吹
太陽光発電所 ヤブキ		TI釧路
太陽光発電所 クシロ		合計 ゴウケイ

								第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期										第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期

								2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～										2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～

								reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F										reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入																				再エネ発電設備等の賃貸収入

						最低保証賃料		24,311,778		38,740,878		22,396,728		240,882,264		33,026,988		359,358,636								最低保証賃料		24,311		38,740		22,396		240,882		33,026		359,358

						実績連動賃料		611,282		1,760,828		－		－		2,142,579		4,514,689								実績連動賃料		611		1,760		－		－		2,142		4,514

						付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27,745		－		－		27,745								付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27		－		－		27

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A）		24,923,060		40,501,706		22,424,473		240,882,264		35,169,567		363,901,070								賃貸収入（小計A）		24,923		40,501		22,424		240,882		35,169		363,901

						比率 ヒリツ		6.8%		11.1%		6.2%		66.2%		9.7%		100.00%								比率 ヒリツ		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.10%								6.5		10.6		6.1		66.6		10.2		100

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用																				再エネ発電設備等の賃貸費用

						公租公課		1,812,000		2,796,000		1,722,000		18,331,000		3,296,000		27,957,000								公租公課		1,812		2,796		1,722		18,331		3,296		27,957

						修繕費		36,200		127,540		535,000		1,695,000		108,000		2,501,740								修繕費		36		127		535		1,695		108		2,501

						保険料		203,868		343,102		224,966		2,508,865		364,043		3,644,844								保険料		203		343		224		2,508		364		3,644

						減価償却費		10,841,064		17,512,620		11,403,761		122,745,096		16,020,294		178,522,835								減価償却費		10,841		17,512		11,403		122,745		16,020		178,522

						支払地代				933,671		1,156,910		2,273,630		641,148		5,005,359								支払地代		－		933		1,156		2,273		641		5,005

						信託報酬		500,510		499,276		498,504		601,104		510,284		2,609,678								信託報酬		500		499		498		601		510		2,609

						その他賃貸費用		3,200		3,700		3,800		4,100		3,800		18,600								その他賃貸費用		3		3		3		4		3		18

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B）		13,396,842		22,215,909		15,544,941		148,158,795		20,943,569		220,260,056								賃貸費用（小計B）		13,396		22,215		15,544		148,158		20,943		220,260

				再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526,218		18,285,797		6,879,532		92,723,469		14,225,998		143,641,014						再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526		18,285		6,879		92,723		14,225		143,641

						NOI		22,367,282		35,798,417		18,283,293		215,468,565		30,246,292		322,163,849								NOI		22,367		35,798		18,283		215,468		30,246		322,163

						固都税・償却除く費用 コトゼイ ショウキャク ノゾ ヒヨウ		743,778		1,907,289		2,419,180		7,082,699		1,627,275		192,303,056



								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ

						信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ		444,578,959		738,448,987		487,927,413		5,278,039,359		744,943,707		7,693,938,425								信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(26,998,710)		(43,781,550)		(28,478,250)		(306,862,740)		(40,050,735)		(446,171,985)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン		495,000				197,800						692,800								信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(48,510)				(26,998)						(75,508)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託土地 シンタク トチ		141,209,730		150,678,208				602,391,670				894,279,608								信託土地 シンタク トチ

						信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ												0								信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ

				有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				559,236,469		845,345,645		459,619,965		5,573,568,289		704,892,972		8,142,663,340						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン

						信託借地権 シンタク シャクチケン		-		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037								信託借地権 シンタク シャクチケン

				無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				0		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン

						合計 ゴウケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								合計 ゴウケイ



						設備部分 セツビ ブ フン		418,026,739		694,667,437		459,619,965		4,971,176,619		704,892,972		7,248,383,732								設備部分 セツビ ブ フン

						不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン		141,209,730		171,085,189		43,936,482		619,950,283		30,166,961		1,006,348,645								不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン

						計 ケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								計 ケイ

						NOI利回り リマワ		11.8%		12.2%		11.7%		12.0%		12.5%		12.0%

						NCF利回り リマワ		7.9%		8.2%		7.2%		7.6%		8.2%		7.7%

		期初 キショ				7/1/19

		期末 キマツ				12/31/19

		日数 ニッスウ				184



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&9&Z&F
&D　　&T




残存期間

																										Y		M		D

				取得予定日 シュトク ヨテイビ				9/27/18																基準日 キジュンビ		2019		12		31



				物件番号		物件名称		認定日		供給開始日		調達期間								残存調達		調達価格（注5）

								（注1）		（注2）		満了日		分解 ブンカイ						期間												当年度 トウ ネンド		終期年度 シュウキ ネンド								基準日月 キジュンビ ヅキ		終期月 シュウキ ツキ

												（注3）		Y		M		D		（注4）										年数 ネンスウ		残存月数 ザンゾン ツキ スウ		月数 ツキ スウ		

Hidechika_Mayama: 始期月と終期月の合計月数を算出
		

Hidechika_Mayama: 12か月を超える場合は、12を引く		修正年数 シュウセイ ネンスウ		残存日数 ザンゾン ニッスウ		残存日数 ザンゾン ニチ スウ		合計 ゴウケイ		修正月数 シュウセイ ツキスウ		満了前月末 マンリョウ ゼンゲツ マツ

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		reserved-41564x1F		reserved-41757x1F		reserved-49061x1F		2034		4		27		15年7か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		3		3		3		14.0				27		27		4.0		reserved-49034x1F

				2		TI牛久太陽光発電所		reserved-41624x1F		reserved-41942x1F		reserved-49246x1F		2034		10		29		16年1か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		9		9		9		14.0				29		29		10.0		reserved-49217x1F

				3		TI鹿沼太陽光発電所		reserved-41604x1F		reserved-42061x1F		reserved-49365x1F		2035		2		25		16年5か月		36円/kWh				2020		2035		15		0		1		1		1		15.0				25		25		2.0		reserved-49340x1F

				4		TI矢吹太陽光発電所		reserved-41306x1F		reserved-42088x1F		reserved-49392x1F		2035		3		24		16年6か月		40円/kWh				2020		2035		15		0		2		2		2		15.0				24		24		3.0		reserved-49368x1F

				5		TI釧路太陽光発電所		reserved-41407x1F		reserved-42706x1F		reserved-50010x1F		2036		12		1		18年2か月		36円/kWh				2020		2036		16		0		11		11		11		16.0				1		1		11.0		reserved-50009x1F								分解 ブンカイ

																																								888.0								30.0						15.3		年 ネン		0.3		年 ネン

				（注1）「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について改正前の再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各取得予定資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。

				（注2）「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転（試運転を除きます。）を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。																																																												分解 ブンカイ

				（注3）「調達期間満了日」は、各取得予定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。																																																月ベース変換 ツキ ヘンカン		15		年 ネン		3.6		か月 ツキ				3.0		0.6

				（注4）「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、当該資産の取得予定日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げで算出しています。

				（注5）「調達価格」は、各取得予定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。																																														平均残存調達期間 ヘイキン ザンゾン チョウタツ キカン				15		年 ネン		4		か月 ツキ

















































































































































































































































































































































































制度動向

						制度の趣旨		2020年1月末日までの状況		制度の導入予定

				導管性 ドウカン セイ		一定の要件を満たした投資法人について、配当等の額を損金の額に算入することが可能となり、実質的に法人税が非課税となる仕組み。		現行は、再生可能エネルギー発電設備の取得期限が2020年3月31日までとされているが、2019年12月20日公表された「令和2年度税制改正の大綱」において、取得期限の３年延長が明記された。 ゲンコウ サイセイ カノウ ハツデン セツビ シュトク キゲン ネン ツキ ニチ ネン ツキ ニチ コウヒョウ レイワ ネン ド ゼイセイ カイセイ タイコウ シュトク キゲン ネン エンチョウ メイキ		－

				発電側
基本料金		送配電網の利用料金として、小売電気事業者が販売した電気の量に応じて託送料金を負担しているが、系統利用者である発電事業者側にも受益に応じた費用負担を求めようとするもの。		FIT価格が29円以上の太陽光発電については調整措置の対象外とすることが提案されたが、調達価格等算定委員会において、一定の調整措置が設けられる方向で議論されている。		2023年度から導入される予定(2020年度内に方針決定、2022年度末までにシステム構築)。 ドウニュウ ヨテイ

				廃棄等費用の確保 カクホ		太陽光発電設備の廃棄等費用について、積立が義務化されているものの実施率が低いことから、積立を確実にしようとするもの。		2019年12月、パネル出力容量に応じた積立が望ましいとしながらも第三者機関が管理する外部積立における徴収システムの問題から売電量に応じた積立とすること、及び上場インフラファンド等においては内部積立を選択できることが提案され、2020年1月にパブリックコメントが募集された。		2022年度に導入される予定。 ドウニュウ ヨテイ





パイプライン



						No.		所在地		運転開始年月		パネル出力（kW）		調達価格 チョウタツ カカク				パネル出力（kW）

				運営中		1		鳥取県米子市		41426		1,764 kW		40円/kWh				1,764.00		40

						2		徳島県美馬市		41791		1,470 kW		36円/kWh				1,470.00		36

						3		福島県南相馬市		42064		1,164 kW		36円/kWh				1,164.80		36

						4		茨城県鉾田市		42064		2,399 kW		40円/kWh				2,399.04		40

						5		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						6		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						7		福島県相馬市		42430		1,528 kW		36円/kWh				1,528.80		36

						8		福島県相馬市		42430		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						9		愛媛県北宇和郡		42430		2,374 kW		36円/kWh				2,374.40		36

						10		北海道根室市		2016年3月（2号）		2,984 kW		36円/kWh				2,984.80		36

										2016年7月（1、3、4、5号）								0.00

						11		北海道室蘭市		42461		2,038 kW		36円/kWh				2,038.40		36

						12		岡山県新見市		42522		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						13		愛媛県南宇和郡		42583		1,310 kW		32円/kWh				1,310.40		32

						14		北海道標津郡		42675		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						15		北海道川上郡		42795		1,262 kW		40円/kWh				1,262.10		40

						16		岡山県赤磐市		42795		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						17		鹿児島県霧島市		42979		17,140 kW		40円/kWh				17,140.20		40

						18		岡山県岡山市		43040		2,116 kW		36円/kWh				2,116.80		36

						19		北海道上川郡		43070		2,371 kW		40円/kWh				2,371.20		40

						20		岡山県岡山市		43101		2,043 kW		36円/kWh				2,043.36		36

						21		北海道阿寒郡		43160		6,026 kW		36円/kWh				6,026.40		36

						22		北海道根室市		43497		1,694 kW		21円/kWh				1,694.00		21

				開発中		23		福島県南相馬市		2020年5月予定		31,839 kW		36円/kWh				31,839.06		36

						24		高知県四万十市		2021年6月予定		36,000 kW		36円/kWh				36,000.00		36



				アドバンテック資料を基に、本資産運用会社作成

				2019年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資 基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。

				上記各物件のうち未稼働（開発中）のものに係る運転開始年月及び発電出力については、あくまで2019年12月31日現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転開始されず、また、上記の 発電出力による運転が困難となる可能性があります。

																								調達価格 チョウタツ カカク		パネル出力（kW）

																								40.0		24,937 kW

																								36.0		101,817 kW

																								32.0		1,310 kW

																								21.0		1,694 kW

																								計 ケイ		129,758 kW

																										129,758.16





超過分配規程

				継続的
利益超過分配金 ケイゾクテキ リエキ チョウカ ブンパイキン		原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。

				一時的
利益超過分配金 イチジテキ		・新投資口発行等の資金調達
・大規模修繕・点検等
・地震・風水害等の自然災害
・火災等の事故
・想定外の天候不順
・出力制御による売電収入の減少
・訴訟和解金の支払
・設備の売却損の発生
・その他の一時的要因
により、1口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、継続的な利益超過分配の分配額と合わせて60％を上限とする。





AD概要

				アドバンテックの概要（2019年12月31日現在）

				社名		株式会社アドバンテック

				設立		34820

				代表者		山名正英、首藤信生

				資本金		4,150万円

				事業内容		・真空配管部品及び真空排気管製造
・半導体向けガス配管及び真空配管製造
・各種機械加工
・半導体製造装置向け部品製造
・半導体製造装置関連部品輸入販売
・半導体向け化成品の製造販売
・テスト用ウェーハ販売
・太陽光関連事業
・測定装置販売

				本店所在地		東京本社

						〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館25F

						愛媛本社

						〒793-0046　愛媛県西条市港293-1

				従業員数		計309名（男218名　女91名）　※グループ会社等含みません

				海外拠点		アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、中国等







他社比較

						2016年		2017年		2017年		2018年		2018年		2019年		2019年

				タカラ		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期

				ALL		¥3,121		¥3,021		¥3,586		¥3,976		¥3,871		¥3,826

				利益 リエキ		¥3,121		¥3,021		¥3,123		¥3,512		¥3,521		¥3,492

				資本払戻 シホン ハラ モド						¥463		¥464		¥350		¥334

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						412		452		566		566

				割合 ワリアイ						13%		12%		8%		8%

				いちご				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ

				ALL				¥2,139				¥4,226				¥3,865

				利益 リエキ				¥869				¥2,046				¥1,680

				資本払戻 シホン ハラ モド				¥1,270				¥2,180				¥2,185

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				326				636				636

				割合 ワリアイ				40%				35%				35%

				ＲＪ						7月期		1月期		7月期		1月期

				ALL						¥476		¥3,258		¥3,249		¥3,272

				利益 リエキ								¥1,913		¥1,917		¥1,753

				一時差異 イチジ サイ						¥476		¥789				¥118

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥556		¥1,332		¥1,401

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ								173		278		406

				割合 ワリアイ								13%		33%		33%

				ＣＳ								6月期 ツキ キ		12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL								¥2,350		¥3,600		¥3,650

				利益 リエキ								¥1,542		¥1,783		¥3,073

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥808		¥1,817		¥577

				減価償却費百万円 ゲンカ ショウキャク ヒ ヒャクマンエン								743		713		813

				割合 ワリアイ								20%		59%		16%

				東京インフラ トウキョウ										12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL										¥651		¥4,203

				利益 リエキ										¥0		¥0

				一時差異 イチジ サイ										¥205		¥3,116

				資本払戻 シホン ハラ モド										¥446		¥1,087

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										89		178

				割合 ワリアイ										22%		28%





役員会



						役員会開催状況 ヤクインカイ カイサイ ジョウキョウ



						2017年 ネン						2018年 ネン

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

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		2				20

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ



						2019年 ネン																合計 ゴウケイ

						1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		1		2		1		1		1		3		1		2		32																44		64

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ









概要





								設立 セツリツ				reserved-43018x1F

								上場日 ジョウジョウ ビ				reserved-43370x1F

								証券コード ショウケン				9285

								所在地 ショザイチ				東京都千代田区大手町二丁目１番１号　大手町野村ビル21階 チヨダク オオテマチ ノムラ カイ

								役員 ヤクイン				役　職 ヤク ショク		氏　名 シ ナ		主な兼職等 オモ ケンショク トウ

												執行役員 シッコウ ヤクイン		永森　利彦 ナガモリ トシヒコ		東京ｲﾝﾌﾗｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役社長 トウキョウ カブシキガイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ
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実績

																						PL（決算期） ケッサン キ								1219修正予想 シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		予想差異 ヨソウ サイ

				項目 コウモク				2019年6月期 ネン ツキ キ		2019年12月期 ネン ツキ キ												不動産賃貸収入合計 フドウサン チンタイ シュウニュウ ゴウケイ								368,082,036		363,901,070		▲ 4,180,966

								実績 ジッセキ		2019年12月19日
修正予想 ネン ツキ ニチ シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ		予想比 ヨソウ ヒ						最低保証 サイテイ ホショウ								359,358,625		359,358,636

				営業収益 エイギョウ シュウエキ				467		368		363		▲ 5 		-1.1%						実績連動 ジッセキ レンドウ								8,723,411		4,514,689

						営業費用		284		277		277		＋0 		0.1%						駐車場使用料 チュウシャジョウ シヨウリョウ								27,745

				営業利益 エイギョウ リエキ				183		91		86		▲ 5 		-5.0%						施設使用料 シセツ シヨウ リョウ								220,923,231

				経常利益 ケイジョウ リエキ				143		51		48		▲ 3 		-5.8%						付帯収益 フタイ シュウエキ								0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				143		51		47		▲ 4 		-6.7%						解約違約金 カイヤク イヤクキン								0

				１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン				4,203円		2,195円		2,195円		±0円 エン		0.0%				←今回手入力 コンカイ テ ニュウリョク		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ								27,952,000						営業費用 エイギョウ ヒヨウ

						利益分配金 リエキ ブンパイキン		0円		857円		1,034円		＋177円		20.7%						その他収入 タ シュウニュウ										27,745				予想 ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ

						利益超過（一時差異）（注1） リエキ チョウカ イチジ サイ チュウ		3,116円		251円		0円		▲ 251円		-100.0%						不動産賃貸費用合計 フドウサン チンタイ ヒヨウ ゴウケイ								220,923,231		220,260,056				276,789,350		277,132,718		343,368

						利益超過（資本払戻）（注2） リエキ チョウカ シホン ハラ モド チュウ		1,087円		1,087円		1,161円		＋74円		6.8%								管理費(PM+BM) カンリヒ

																								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ

																								租税公課 ソゼイ コウカ						27,952,000		27,957,000

																								保険料(損害賠償) ホケンリョウ ソンガイ バイショウ						3,663,784		3,644,844

																								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						178,522,830		178,522,835

																								減価償却費(CAPEX) ゲンカ ショウキャク ヒ

																								減価償却費(資産除去債務) ゲンカ ショウキャク ヒ シサンジョキョサイム

																								信託報酬 シンタク ホウシュウ						3,276,348		2,609,678

																								修繕費 シュウゼンヒ						2,501,740		2,501,740

																								その他費用（地代等） タ ヒヨウ チダイ トウ						5,006,529		5,023,959

																						賃貸事業利益 チンタイ ジギョウ リエキ								147,158,805		143,641,014

																						営業費用 エイギョウ ヒヨウ								55,866,119		56,872,662

																								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ						1,600,000		1,600,000

																								資産運用報酬1 シサン ウンヨウ ホウシュウ						14,156,448		15,908,164

																								資産運用報酬2 シサン ウンヨウ ホウシュウ

																								資産保管手数料 シサン ホカン テスウリョウ						630,000		630,000

																								一般事務委託手数料 イッパン ジム イタク テスウ リョウ						11,410,015		11,052,422

																								投資口事務代行手数料（基本料） トウシ グチ ジム ダイコウ テスウリョウ キホン リョウ

																								投資口事務代行手数料（配当支払等） ハイトウ シハライ トウ

																								その他営業費用　合計 タ エイギョウ ヒヨウ						28,069,656		27,682,076

																										会計監査人報酬 カイケイ カンサ ニン ホウシュウ				6,900,000		6,900,000

																										税理士報酬 ゼイリシ ホウシュウ

																										弁護士報酬 ベンゴシ ホウシュウ				9,771,998		6,783,342

																										DO（会社役員賠償責任）保険 カイシャ ヤクイン バイショウ セキニン ホケン				537,422		537,422

																										通信費（運用報告書発送費） ツウシンヒ ウンヨウ ホウコクショ ハッソウ ヒ

																										運用報告作成費 ウンヨウ ホウコク サクセイ ヒ				7,896,800		5,147,300

																										有報作成費 ユウホウ サクセイ ヒ

																										マーケット調査費用（有報使用データ） チョウサ ヒヨウ ユウホウ シヨウ

																										プレスリリース作成費 サクセイ ヒ

																										ウェブサイト修正費 シュウセイ ヒ

																										決算説明会費用作成費 ケッサン セツメイカイ ヒヨウ サクセイ ヒ

																										決算IR関連費用 ケッサン カンレン ヒヨウ

																										上場維持費用 ジョウジョウ イジ ヒヨウ

																										格付継続 カク ヅ ケイゾク

																										継続鑑定 ケイゾク カンテイ						4,500,000

																										銀行支払手数料 ギンコウ シハライ テスウリョウ						1,024,190

																										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				367,794		367,800

																										その他・予備費 タ				2,595,642		2,422,022

																						営業利益 エイギョウ リエキ								91,292,686		86,768,352		▲ 4,524,334

																						NOI

																						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								1,575		1,413,643

																								受取利息 ウケトリ リソク						1,575		1,574

																								雑収入 ザツシュウニュウ								1,412,069

																						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								40,028,974		39,895,638

																								支払利息 シハライ リソク						18,100,156		17,996,246

																								長期前払費用償却 チョウキ マエバラ ヒヨウ ショウキャク						5,766,775		5,737,349

																								繰延資産償却 クリノベ シサン ショウキャク				創立費償却 ソウリツ ヒ ショウキャク		5,026,380		5,026,380

																												投資口公開関連費用 トウシ グチ コウカイ カンレン ヒヨウ		10,300,644		10,300,644

																								AGTフィー/その他 タ						835,019		835,019

																						経常利益 ケイジョウ リエキ								51,265,287		48,286,357		▲ 2,978,930

																								特別利益 トクベツ リエキ						249,244

																								特別損失 トクベツ ソンシツ

																						税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								51,514,531		48,286,357

																						法人税、住民税、事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ ジギョウゼイ								500,000		689,419

																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								51,014,531		47,596,938		▲ 3,417,593

																						前期繰越損益 ゼンキ クリコシ ソンエキ								152,921,407		152,921,407

																						当期未処分利益 トウキ ミショブン リエキ								203,935,938		200,518,345

																						金利スワップ評価損益 キンリ ヒョウカ ソンエキ								▲ 164,463,676		▲ 147,418,864

																						投信法の利益 トウシンホウ リエキ								39,472,262		53,099,481

																						一次差異等調整引当金を除く前期り越利益 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ノゾ ゼンキ コ リエキ								25,888		25,888

																						一次差異等調整引当金の上限 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ジョウゲン								11,594,045		0

																						発行済投資口数　 ハッコウ ズ トウシ グチ スウ								46,039		46,039

																						発行済投資口数 （割当増資有） ハッコウ ズ トウシ グチ スウ ワリアテゾウシ アリ								46,039		46,039

																						分配金総額（利益分配金） ブンパイキン ソウガク リエキ ブンパイキン								39,455,423.0		47,604,326.0

																						利益超過分配総額（一時差異） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク イチジ サイ								11,555,789.0		0.0

																						利益超過分配総額（資本払戻） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク シホン ハラ モド								50,044,393.0		53,451,279.0

																						利益超過分配率 リエキ チョウカ ブンパイ リツ								28.00%		29.90%

																						分配金総額 ブンパイキン ソウガク								101,055,605.0		101,055,605.0

																						1口当たり分配金（利益超過含まない） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益超過含む） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益分配） クチ ア ブンパイキン リエキ ブンパイ								857.0		1,034.0

																						1口当たり分配金（一時差異） クチ ア ブンパイキン イチジ サイ								251.0		0.0

																						1口当たり分配額（資本払戻） クチ ア ブンパイ ガク シホン ハラ モド								1,087.0		1,161.0

																						利益超過小計 リエキ チョウカ ショウケイ								1,338.0		1,161.0

																						DPU合計 ゴウケイ								2,195.0		2,195.0





分配金の内訳

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						143		152		143		0

						9				178		143

												50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	143	152	143	0	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	9	178	143	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円
により利益なし

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



予想





						項目 コウモク						2020年6月期 ネン ツキ キ		2020年12月期 ネン ツキ キ		2021年6月期 ネン ツキ キ

												予想 ヨソウ		予想 ヨソウ		予想 ヨソウ

						営業収益 エイギョウ シュウエキ				百万円 ヒャクマンエン		440		400		441

						内、最低保証賃料 ウチ サイテイ ホショウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		388		357		387

						内、実績連動賃料Ⅰ ウチ ジッセキ レンドウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		51		43		53

								営業費用		百万円 ヒャクマンエン		272		278		283

						営業利益 エイギョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		168		122		158

								営業外費用		百万円 ヒャクマンエン		38		37		49

						経常利益 ケイジョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		130		84		108

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				百万円 ヒャクマンエン		129		83		107

						１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン						3,895円		2,898円		3,425円

								利益分配金 リエキ ブンパイキン				2,810円		1,813円		2,340円

								利益超過（一時差異） リエキ チョウカ イチジ サイ		（注2） チュウ		0円		0円		0円

								利益超過（資本払戻） リエキ チョウカ シホン ハラ モド		（注3） チュウ		1,085円		1,085円		1,085円







分配金総額

										仮 カリ

						予想 ヨソウ



										2020年6月期		2020年12月期		2021年6月期

										予想		予想		予想

						A. 当期純利益（予想）		百万円 ヒャクマン エン		129 		83 		83 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		164 		164 		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		293 		247 		235 

						D. 金利スワップ評価損益		百万円 ヒャクマン エン		△ 164 		△ 164 		△ 164 

						投信法上の利益（C+D）		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－		－		11 

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		50 		50 		50 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		179 		133 		132 





						実績 ジッセキ



										2019年12月期

										実績 ジッセキ

						A. 当期純利益		百万円 ヒャクマン エン		47 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		200 

						D. 一時差異等調整引当額 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ ガク		百万円 ヒャクマン エン		152 

						利益分配金原資 (C-D) リエキ ブンパイキン ゲンシ		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		53 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		101 







分配金の内訳 (2)

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク										分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						83		71		83		71										71

						152		164		178		11										11

												50										50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	83	71	83	71	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	152	164	178	11	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



スペック



						所在地 ショザイチ		茨城県龍ヶ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ

		龍 リュウ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,456kW								所在地 ショザイチ

						パネルメーカー		REC Peak Energy								買取価格 カイトリ カカク

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"4"月"28"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ

		牛久 ウシク				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		2,284kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"10"月"30"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		栃木県鹿沼市 トチギ ケン カヌマ シ

		鹿沼 カヌマ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,370kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		安川電機株式会社 ヤスカワ デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"2"月"26"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン

		矢吹 ヤブキ				調達価格 チョウタツ カカク		40円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		12,994kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		TMEIC

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社竹中工務店 カブシキガイシャ タケナカ コウムテン

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"3"月"25"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		東北電力株式会社 トウホク デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン

		釧路 クシロ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,965kW

						パネルメーカー		Jinko Solar

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社クールトレード カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2016"年"12"月"2"日"

						買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ		北海道電力株式会社 ホッカイドウ デンリョク カブシキガイシャ

















資産サマリ



						発電設備名称		所在地		取得価格		発電所評価額		パネル出力		調達価格 チョウタツ		残存調達期間

										（百万円）		（百万円）		（kW）		（円／kW）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ヶ崎市		564		549～677		1,456		36		14年4か月

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市		884		842～1,010		2,284		36		14年10か月

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市		509		465～584		1,370		36		15年2か月

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡		5,815		5,551～6,714		12,994		40		15年3か月

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡		752		736～903		1,965		36		16年11か月

						合計				8,524		8,143～9,888		20,072

												PwC評価		下限		上限

												龍ヶ崎		549		677

												牛久		842		1,010

												鹿沼		465		584

												矢吹		5,551		6,714

												釧路		736		903

												0		8,143		9,888

														仲値 ナカネ		9,015.5





発電量

																																				前期 ゼンキ		6/30/19

								7月 ツキ				8月 ツキ				9月 ツキ				10月 ツキ				11月 ツキ				12月 ツキ								当期 トウキ		12/31/19

						発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値								日数 ニッスウ		184

						（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)				自動計算 ジドウ ケイサン

						(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)				合計 ゴウケイ						パネル出力kWh シュツリョク		設備利用率 セツビ リヨウリツ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		167,941

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
月次発電実績プレス
値貼り付け		134,390		176,966		169,720		138,447		139,880		124,940		109,890		104,392		116,250		111,268		94,260				823,954		764,390				1,456.00		11.9%

				TI牛久太陽光発電所		264,890		209,790		279,125		272,300		218,589		227,760		197,265		168,800		164,641		185,410		176,221		148,680				1,300,731		1,212,740				2,284.80		12.0%

				TI鹿沼太陽光発電所		140,555		107,038		158,915		141,350		133,956		115,160		125,390		92,523		109,182		100,796		115,647		82,931				783,645		639,798				1,370.88		10.6%

				TI矢吹太陽光発電所		1,376,547		1,191,500		1,550,629		1,420,600		1,298,151		1,268,000		1,228,731		944,100		987,607		944,000		906,309		738,400				7,347,974		6,506,600				12,994.80		11.3%

				TI釧路太陽光発電所		185,475		191,890		191,960		175,790		180,866		224,910		192,552		181,610		168,851		210,790		159,049		162,170				1,078,753		1,147,160				1,965.60		13.2%

				合計		2,135,409		1,834,608		2,357,594		2,179,760		1,970,010		1,975,710		1,868,878		1,496,923		1,534,673		1,557,246		1,468,493		1,226,441				11,335,057		10,270,688		下表参照値 カヒョウ サンショウ チ		20,072.08

																																11,335,057		10,270,688		タテ計 ケイ

				実績発電量/予想発電量 ジッセキ ハツデン リョウ ヨソウ ハツデン リョウ

						2019年
7月 ネン ツキ		2019年
8月 ネン ツキ		2019年
9月 ネン ツキ		2019年
10月 ネン ツキ		2019年
11月 ネン ツキ		2019年
12月 ネン ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ								

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
6月度/12月度のプレス
を値貼り付け
		物件数		パネル出力		発電量予測値		発電量実績値		差異

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		80.0%		95.9%		101.0%		88.0%		111.4%		84.7%		92.8%												（kW）		（kWh）（注1）		(kWh)（注2）		(kWh)

				TI牛久太陽光発電所		79.2%		97.6%		104.2%		85.6%		112.6%		84.4%		93.2%														(A)		(B)		(B)-(A)

				TI鹿沼太陽光発電所		76.2%		88.9%		86.0%		73.8%		92.3%		71.7%		81.6%								43647		5		20,072.08		2,135,409		1,834,608		-300,801

				TI矢吹太陽光発電所		86.6%		91.6%		97.7%		76.8%		95.6%		81.5%		88.5%								43678		5		20,072.08		2,357,594		2,179,760		-177,834

				TI釧路太陽光発電所		103.5%		91.6%		124.4%		94.3%		124.8%		102.0%		106.3%								43709		5		20,072.08		1,970,010		1,975,710		5,700

				合計		85.9%		92.5%		100.3%		80.1%		101.5%		83.5%		90.6%								43739		5		20,072.08		1,868,878		1,496,923		-371,955

																										43770		5		20,072.08		1,534,673		1,557,246		22,573

				合計予想発電量（kWh） ゴウケイ ヨソウ ハツデン リョウ		2,135,409		2,357,594		1,970,010		1,868,878		1,534,673		1,468,493		11,335,057								43800		5		20,072.08		1,468,493		1,226,441		-242,051

				合計実績発電量（kWh） ゴウケイ ジッセキ ハツデン リョウ		1,834,608		2,179,760		1,975,710		1,496,923		1,557,246		1,226,441		10,270,688								合計		－		－		11,335,057		10,270,688		-1,064,368

				差異 サイ		▲ 300,801		▲ 177,834		＋5,700		▲ 371,955		＋22,573		▲ 242,052		▲ 1,064,368

																値張り↑ アタイ バ		値張り↑ アタイ バ

						値貼り付け アタイ ハ ツ												値参照 アタイ サンショウ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		127,351		123,953		157,882		171,752		188,495		154,741		167,941		176,966		138,447		124,940		104,392		111,268		823,954		2,572,082

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		147,340		110,180		164,880		184,050		203,830		135,230		134,390		169,720		139,880		109,890		116,250		94,260		764,390		2,474,290

				TI牛久太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.2%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		201,687		195,310		247,754		269,518		297,308		244,070		264,890		279,125		218,589		197,265		164,641		176,221		1,300,731		4,057,109

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		234,940		175,100		256,270		287,960		326,070		224,220		209,790		272,300		227,760		168,800		185,410		148,680		1,212,740		3,930,040

				TI鹿沼太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.9%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		136,888		132,506		161,104		161,025		165,519		139,496		140,555		158,915		133,956		125,390		109,182		115,647		783,645		2,463,828

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		123,380		116,081		145,409		167,462		175,535		129,140		107,038		141,350		115,160		92,523		100,796		82,931		639,798		2,136,603

				TI矢吹太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				86.7%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		955,140		1,029,876		1,446,830		1,553,657		1,718,041		1,493,396		1,376,547		1,550,629		1,298,151		1,228,731		987,607		906,309		7,347,974		22,892,888

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		926,500		1,091,317		1,566,300		1,705,000		1,955,600		1,381,200		1,191,500		1,420,600		1,268,000		944,100		944,000		738,400		6,506,600		21,639,117

				TI釧路太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				94.5%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		177,640		196,039		238,326		232,995		225,209		188,520		185,475		191,960		180,866		192,552		168,851		159,049		1,078,753		3,416,235

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		200,110		204,340		237,450		258,230		262,130		221,730		191,890		175,790		224,910		181,610		210,790		162,170		1,147,160		3,678,310

																																107.7%



TI龍ヶ崎太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	127351	123953	157882	171752	188495	154741	167941	176966	138447	124940	104392	111268	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	147340	110180	164880	184050	203830	135230	134390	169720	139880	109890	116250	94260	







TI牛久太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	201687	195310	247754	269518	297308	244070	264890	279125	218589	197265	164641	176221	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	234940	175100	256270	287960	326070	224220	209790	272300	227760	168800	185410	148680	







TI鹿沼太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	136888	132506	161104	161025	165519	139496	140555	158915	133956	125390	109182	115647	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	123380	116081	145409	167462	175535	129140	107038	141350	115160	92523	100796	82931	







TI矢吹太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	955140	1029876	1446830	1553657	1718041	1493396	1376547	1550629	1298151	1228731	987607	906309	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	926500	1091317	1566300	1705000	1955600	1381200	1191500	1420600	1268000	944100	944000	738400	







TI釧路太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	177640	196039	238326	232995	225209	188520	185475	191960	180866	192552	168851	159049	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	200110	204340	237450	258230	262130	221730	191890	175790	224910	181610	210790	162170	









運用開始来実績

				期 キ		年月 ネンゲツ		発電量予測値		発電量実績値		差異 サイ		月次達成率 ゲツジ タッセイリツ		期中達成率 キチュウ タッセイリツ				期別合計 キ ベツ ゴウケイ		期別合計 キ ベツ ゴウケイ

								（kWh）		（kWh）		（kWh）								発電量予測値		発電量実績値

								A		B		B-A		B/A×100

				第2期 ダイ キ		2018年10月 ネン ツキ		1,880,341		1,746,599		▲ 133,742		92.9%		96.1%

						2018年11月 ネン ツキ		1,544,069		1,663,093		119,024		107.7%

						2018年12月 ネン ツキ		1,477,445		1,299,011		▲ 178,434		87.9%						4,901,855		4,708,703

				第3期 ダイ キ		2019年1月 ネン		1,598,707		1,632,270		33,563		102.1%		104.6%

						2019年2月 ネン		1,677,684		1,697,017		19,333		101.2%

						2019年3月 ネン		2,251,896		2,370,309		118,413		105.3%

						2019年4月 ネン		2,388,948		2,602,702		213,754		108.9%

						2019年5月 ネン		2,594,572		2,923,165		328,593		112.7%

						2019年6月 ネン		2,220,224		2,091,520		▲ 128,704		94.2%						12,732,031		13,316,983

				第4期 ダイ キ		2019年7月 ネン		2,135,409		1,834,608		▲ 300,801		85.9%		90.6%

						2019年8月 ネン		2,357,594		2,179,760		▲ 177,834		92.5%

						2019年9月 ネン		1,970,010		1,975,710		5,700		100.3%

						2019年10月 ネン		1,868,878		1,496,923		▲ 371,955		80.1%

						2019年11月 ネン		1,534,673		1,557,246		22,573		101.5%

						2019年12月 ネン		1,468,493		1,226,441		▲ 242,051		83.5%						11,335,057		10,270,688

				合計 ゴウケイ				28,968,943		28,296,374		▲ 672,569		97.7%		－





分散状況

						物件名称 ブッケン メイショウ		所在地 ショザイチ		取得価格 シュトク カカク		期末評価価値 キマツ ヒョウカ カチ				調達価格 チョウタツ カカク		残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン		買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ

										（百万円）		（百万円）		比率 ヒリツ		（円/kWh）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ケ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ		564		613		6.8%		36		14年4ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ		884		926		10.3%		36		14年10ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市 トチギケン カヌマシ		509		524		5.8%		36		15年2ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン		5,815		6,132		68.0%		40		15年3ヶ月 ネン ツキ		東北電力 トウホク デンリョク

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン		752		819		9.1%		36		16年11ヶ月 ネン ツキ		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク

								合計 ゴウケイ		8,524		9,016		100.0%		－		－		－



				時点 ジテン		12/31/19		PwC評価 ヒョウカ		下限 カゲン		上限 ジョウゲン		中間（切捨） チュウカン キリス								地域分散 チイキ ブンサン

								龍ヶ崎 リュウガサキ		549.0		677.0		613.0		6.8%						北海道地方 ホッカイドウ チホウ		752		8.8%

								牛久 ウシク		842.0		1,010.0		926.0		10.3%						東北地方 トウホク チホウ		5,815		68.2%

								鹿沼 カヌマ		465.0		584.0		524.5		5.8%						関東地方 カントウ チホウ		1,957		23.0%

								矢吹 ヤブキ		5,551.0		6,714.0		6,132.5		68.0%								8,524

								釧路 クシロ		736.0		903.0		819.5		9.1%

										8,143.0		9,888.0		9,015.5		100.0%						残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン

																						15年以上 ネンイジョウ		7,076		83.0%

																						15年未満 ネン ミマン		1,448		17.0%

																								8,524

																						買取電気事業者別分散 カイトリ デンキ ジギョウシャ ベツ ブンサン

																						東京電力
エナジーパートナー トウキョウ デンリョク		1,957		23.0%

																						東北電力 トウホク デンリョク		5,815		68.2%

																						北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		752		8.8%

																								8,524



地域分散状況（取得価格ベース）





北海道地方	東北地方	関東地方	8.8221492257156267E-2	0.68219145940872827	0.22958704833411545	



残存調達期間状況（取得価格ベース）







15年以上	15年未満	0.83012670107930553	0.1698732989206945	



買取電気事業者別分散状況

（取得価格ベース）







東京電力	
エナジーパートナー	東北電力	北海道電力	0.22958704833411545	0.68219145940872827	8.8221492257156267E-2	





投資口価格

														Y!ファィナンス

								1～20件/97件中

								日付		始値		高値		安値		終値		出来高

								2018/9/27		92,600		92,900		91,700		92,300		3,469

								2018/9/28		92,500		94,900		92,500		92,600		819

								2018/10/1		93,600		94,200		93,100		93,100		180

								2018/10/2		93,700		94,300		93,200		93,800		136

								2018/10/3		93,800		94,500		93,500		93,600		209

								2018/10/4		93,500		93,600		93,000		93,000		351

								2018/10/5		93,000		93,300		92,800		93,100		246

								2018/10/9		93,600		93,600		92,900		93,000		104

								2018/10/10		93,000		93,400		92,800		93,000		175

								2018/10/11		92,500		92,800		91,500		91,800		853

								2018/10/12		91,800		92,100		91,700		91,700		511

								2018/10/15		92,000		93,000		92,000		92,200		277

								2018/10/16		92,000		92,600		92,000		92,100		383

								2018/10/17		92,600		92,900		91,400		91,600		458

								2018/10/18		91,600		92,200		91,400		91,500		368

								2018/10/19		92,300		92,300		91,100		91,800		347

								2018/10/22		92,100		92,100		91,300		91,500		113

								2018/10/23		91,700		92,000		91,300		91,300		152

								2018/10/24		91,400		92,100		91,400		92,000		204

								2018/10/25		91,300		91,600		91,000		91,000		504

								2018/10/26		91,100		91,300		90,600		90,900		331

								2018/10/29		91,000		91,000		90,000		90,000		197

								2018/10/30		89,100		90,100		88,300		88,300		702

								2018/10/31		88,500		88,800		88,100		88,100		376

								2018/11/1		88,300		88,600		88,000		88,000		242

								2018/11/2		88,300		88,600		88,200		88,600		144

								2018/11/5		89,300		89,300		88,400		88,900		158

								2018/11/6		90,200		90,200		88,400		88,600		329

								2018/11/7		88,600		89,000		88,300		88,300		132

								2018/11/8		88,400		88,600		88,300		88,400		230

								2018/11/9		88,300		88,300		88,100		88,100		423

								2018/11/12		88,200		88,500		88,100		88,200		96

								2018/11/13		88,200		88,300		87,900		88,100		255

								2018/11/14		88,000		88,300		88,000		88,000		162

								2018/11/15		88,200		88,300		88,100		88,300		54

								2018/11/16		88,200		88,400		88,000		88,000		79

								2018/11/19		88,000		88,300		88,000		88,100		116

								2018/11/20		88,300		88,500		88,200		88,300		87

								2018/11/21		88,000		88,100		87,700		87,700		285

								2018/11/22		87,700		87,700		87,100		87,100		363

								2018/11/26		87,000		87,000		85,700		85,700		619

								2018/11/27		85,700		86,000		85,300		85,600		443

								2018/11/28		85,600		87,100		85,600		86,100		589

								2018/11/29		87,900		87,900		86,100		86,500		242

								2018/11/30		86,500		86,500		85,500		85,800		493

								2018/12/3		85,900		86,000		85,200		85,200		579

								2018/12/4		85,300		85,400		85,100		85,200		358

								2018/12/5		85,200		85,500		84,700		84,700		562

								2018/12/6		84,600		84,700		84,300		84,300		465

								2018/12/7		84,300		84,400		84,000		84,300		413

								2018/12/10		84,400		84,400		83,900		84,100		272

								2018/12/11		83,800		83,900		82,400		82,400		1,044

								2018/12/12		82,900		83,200		82,800		83,000		428

								2018/12/13		83,200		84,300		83,200		84,200		166

								2018/12/14		84,100		84,500		83,600		84,000		171

								2018/12/17		84,500		86,000		84,100		85,700		247

								2018/12/18		85,200		85,800		84,700		84,700		266

								2018/12/19		84,600		84,900		84,300		84,300		217

								2018/12/20		84,300		84,500		83,100		83,700		496

								2018/12/21		83,400		83,400		82,500		82,700		717

								2018/12/25		82,000		82,400		81,500		82,300		1,234

								2018/12/26		82,300		83,800		82,000		82,400		421

								2018/12/27		83,700		84,000		83,300		84,000		338

								2018/12/28		83,900		83,900		83,400		83,700		71

								2019/1/4		84,000		84,500		83,700		84,400		123

								2019/1/7		85,000		86,300		84,600		84,700		234

								2019/1/8		86,200		86,300		85,900		86,100		152

								2019/1/9		86,200		86,400		86,000		86,200		188

								2019/1/10		86,700		86,700		86,000		86,200		120

								2019/1/11		86,200		86,700		86,200		86,200		146

								2019/1/15		86,900		87,000		86,300		86,900		137

								2019/1/16		87,000		87,000		86,300		86,900		271

								2019/1/17		87,000		87,000		86,200		87,000		217

								2019/1/18		86,800		87,000		86,500		86,600		144

								2019/1/21		87,100		87,100		86,600		87,000		146

								2019/1/22		87,100		87,100		86,800		86,800		69

								2019/1/23		86,700		87,300		86,700		87,000		128

								2019/1/24		87,300		87,300		86,600		86,800		131

								2019/1/25		87,300		87,500		86,800		87,000		129

								2019/1/28		87,000		88,000		87,000		87,900		158

								2019/1/29		88,100		88,400		87,900		88,400		119

								2019/1/30		88,200		88,800		88,000		88,300		285

								2019/1/31		88,600		88,700		88,400		88,700		165

								2019/2/1		88,500		88,700		88,500		88,600		46

								2019/2/4		88,800		88,900		88,600		88,800		76

								2019/2/5		88,800		88,800		88,400		88,600		104

								2019/2/6		88,700		88,700		88,500		88,600		44

								2019/2/7		88,700		88,700		87,600		88,400		156

								2019/2/8		88,100		88,600		87,100		87,700		179

								2019/2/12		87,700		88,400		87,000		87,800		96

								2019/2/13		87,700		88,400		87,000		87,600		148

								2019/2/14		87,600		87,600		86,500		86,600		173

								2019/2/15		86,400		87,700		86,100		86,300		248

								2019/2/18		86,000		86,600		85,900		85,900		414

								2019/2/19		86,200		86,900		86,000		86,400		174

								2019/2/20		86,400		86,800		86,000		86,600		44

								2019/2/21		86,700		86,800		85,900		86,200		291

								2019/2/22		86,200		86,400		85,900		86,200		80

								2019/2/25		87,800		90,800		87,600		88,700		1,709

								2019/2/26		89,100		90,300		89,100		90,200		417

								2019/2/27		90,600		91,500		90,400		90,800		380

								2019/2/28		91,300		91,500		90,000		90,300		770

								2019/3/1		91,000		91,000		89,900		90,100		142

								2019/3/4		91000		91000		90500		90,800		84

								2019/3/5		90500		90900		90300		90,500		106

								2019/3/6		90500		90700		90000		90,400		90

								2019/3/7		90100		90900		90100		90,600		59

								2019/3/8		90700		90900		90300		90,600		66

								2019/3/11		90600		90800		90400		90,800		47

								2019/3/12		90800		91000		90600		90,900		49

								2019/3/13		91000		91000		90600		91,000		147

								2019/3/14		91000		91700		91000		91,700		76

								2019/3/15		91200		91900		91200		91,900		77

								2019/3/18		92000		93100		92000		92,800		145

								2019/3/19		93000		94100		93000		93,400		206

								2019/3/20		94000		94500		93700		94,500		105

								2019/3/22		95000		95600		95000		95,500		164

								2019/3/25		97000		97200		96200		96,600		296

								2019/3/26		96900		96900		96000		96,700		319

								2019/3/27		96900		96900		96100		96,500		321

								2019/3/28		96800		96800		96200		96,800		305

								2019/3/29		96900		97100		96500		97,100		397

								2019/4/1		97200		97200		96600		96,600		284

								2019/4/2		96700		97000		96000		96,000		247

								2019/4/3		96900		97000		96400		97,000		115

								2019/4/4		96500		97000		96300		96,300		272

								2019/4/5		96600		96900		96300		96,900		55

								2019/4/8		96900		97000		96600		97,000		189

								2019/4/9		96900		96900		96400		96,600		225

								2019/4/10		97000		97000		96000		96,300		304

								2019/4/11		96600		96600		96100		96,300		151

								2019/4/12		96500		96500		96000		96,100		254

								2019/4/15		96100		96400		95900		96,300		94

								2019/4/16		96600		96700		96400		96,600		79

								2019/4/17		96600		96800		96500		96,800		217

								2019/4/18		96600		96800		96100		96,200		210

								2019/4/19		96300		96600		96300		96,300		55

								2019/4/22		96900		96900		96300		96,500		168

								2019/4/23		96800		96900		96000		96,900		297

								2019/4/24		96900		96900		96300		96,900		161

								2019/4/25		96900		97000		96700		96,900		134

								2019/4/26		97000		97100		96700		97,100		247

								2019/5/7		97200		97400		96400		97,300		185

								2019/5/8		97000		97100		96600		97,000		244

								2019/5/9		97000		97500		96800		97,100		117

								2019/5/10		96800		97100		96800		96,800		222

								2019/5/13		97100		97300		96800		97,100		204

								2019/5/14		97100		97100		96500		97,000		316

								2019/5/15		96900		97100		96900		96,900		117

								2019/5/16		97300		97300		97000		97,000		108

								2019/5/17		97300		97500		97200		97,200		159

								2019/5/20		97500		97600		97100		97,600		196

								2019/5/21		97600		98000		97200		98,000		250

								2019/5/22		98300		98300		97500		97,800		263

								2019/5/23		97900		98000		97500		97,800		257

								2019/5/24		97800		98200		97800		98,200		151

								2019/5/27		98400		98700		98000		98,300		247

								2019/5/28		98500		98700		98200		98,600		278

								2019/5/29		98600		98900		98500		98,700		351

								2019/5/30		98800		99300		98700		99,000		440

								2019/5/31		99100		99300		98400		98,400		476

								2019/6/3		98400		98900		98100		98,400		145

								2019/6/4		98200		98700		98200		98,500		154

								2019/6/5		98400		98900		98300		98,400		269

								2019/6/6		98400		98900		98400		98,900		117

								2019/6/7		98600		99100		98600		99,100		247

								2019/6/10		99300		99600		99100		99,300		546

								2019/6/11		99500		99600		99100		99,200		298

								2019/6/12		99300		99700		99300		99,600		345

								2019/6/13		99000		99300		98000		98,600		979

								2019/6/14		99000		99300		98900		99,000		322

								2019/6/17		99400		99500		99000		99,400		262

								2019/6/18		99700		99700		99200		99,500		456

								2019/6/19		99600		99600		99200		99,600		370

								2019/6/20		99300		99600		99200		99,600		370

								2019/6/21		99500		99600		99400		99,600		449

								2019/6/24		99500		100000		99300		99,800		470

								2019/6/25		99500		100000		99400		99,400		457

								2019/6/26		96000		97000		95900		96,300		921

								2019/6/27		96900		97200		96500		96,900		295

								2019/6/28		98000		98000		96600		96,800		368

								2019/7/1		96900		97400		96900		97,200		179

								2019/7/2		97600		97600		97200		97,500		261

								2019/7/3		97800		98100		97200		97,300		187

								2019/7/4		97600		97600		97000		97,400		350

								2019/7/5		97500		97600		97200		97,500		186

								2019/7/8		97200		97900		97200		97,900		160

								2019/7/9		97900		97900		97500		97,800		84

								2019/7/10		97900		98200		97500		97,500		234

								2019/7/11		98000		98100		97700		98,100		40

								2019/7/12		97700		98000		97600		98,000		121

								2019/7/16		98200		98200		97800		97,900		181

								2019/7/17		97700		97900		97600		97,900		89

								2019/7/18		97900		97900		97200		97,200		205

								2019/7/19		97200		97900		97200		97,300		63

								2019/7/22		97800		97800		97300		97,400		77

								2019/7/23		97300		97500		97200		97,400		84

								2019/7/24		97200		97600		97200		97,500		60

								2019/7/25		97500		97800		97500		97,800		105

								2019/7/26		97500		98000		97500		98,000		183

								2019/7/29		98000		98100		97400		97,800		175

								2019/7/30		97600		98000		97400		97,700		125

								2019/7/31		97700		97900		97600		97,800		58

								2019/8/1		97900		98200		97600		98,000		173

								2019/8/2		98000		98000		97600		97,900		73

								2019/8/5		97900		98200		97400		97,500		285

								2019/8/6		97500		98000		97100		97,700		139

								2019/8/7		98100		98100		97100		97,400		171

								2019/8/8		97300		97900		97200		97,400		123

								2019/8/9		97700		97900		97400		97,700		38

								2019/8/13		97700		97800		97600		97,800		49

								2019/8/14		97600		97900		97300		97,500		140

								2019/8/15		97800		97900		97100		97,300		172

								2019/8/16		97800		97900		97400		97,600		116

								2019/8/19		97900		98000		97500		97,800		204

								2019/8/20		98000		98100		97800		98,000		103

								2019/8/21		98000		98500		98000		98,400		225

								2019/8/22		98400		98400		97700		97,900		268

								2019/8/23		97700		98000		97300		97,600		275

								2019/8/26		97300		97500		96500		96,700		645

								2019/8/27		97100		97300		96900		97,200		71

								2019/8/28		97000		97100		96500		96,800		274

								2019/8/29		96800		96800		96400		96,500		209

								2019/8/30		96800		96800		96400		96,500		152

								2019/9/2		96600		96900		96600		96,700		108

								2019/9/3		97200		98300		96900		98,000		360

								2019/9/4		98000		100200		98000		99,000		470

								2019/9/5		99000		100200		98700		99,600		516

								2019/9/6		99500		100000		99300		100,000		148

								2019/9/9		99800		100000		99600		99,900		218

								2019/9/10		99900		100500		99600		100,000		349

								2019/9/11		100200		100500		99200		99,300		261

								2019/9/12		99400		100000		98800		99,700		308

								2019/9/13		99700		100500		99600		99,900		440

								2019/9/17		100200		100200		100000		100,200		172

								2019/9/18		100200		100400		99900		99,900		322

								2019/9/19		100300		100300		100000		100,300		228

								2019/9/20		100400		100500		100100		100,400		401

								2019/9/24		100300		101000		100300		100,800		279

								2019/9/25		101100		102000		100800		102,000		310

								2019/9/26		102000		103500		102000		103,400		292

								2019/9/27		103400		104300		103100		103,700		232

								2019/9/30		103700		104800		102400		103,000		259

								2019/10/1		103500		104000		102600		103,500		215

								2019/10/2		104000		104400		103500		103,900		142

								2019/10/3		103900		104700		103800		104,700		86

								2019/10/4		104700		107100		104700		105,900		376

								2019/10/7		107100		108100		106500		108,000		342

								2019/10/8		108100		109000		108000		108,900		441

								2019/10/9		108300		110200		108200		109,900		456

								2019/10/10		110400		111100		109700		109,900		444

								2019/10/11		109700		110000		108500		108,600		773

								2019/10/15		107500		110700		107500		108,100		401

								2019/10/16		107900		109700		107900		108,700		311

								2019/10/17		108700		109400		108000		108,500		159

								2019/10/18		109000		109000		107900		108,300		187

								2019/10/21		108400		109000		108400		109,000		109

								2019/10/23		109700		110800		109500		110,000		326

								2019/10/24		110200		110900		109600		110,600		120

								2019/10/25		111000		111100		109700		110,200		370

								2019/10/28		110300		111400		110300		111,000		189

								2019/10/29		111400		112200		111400		112,100		334

								2019/10/30		112500		112900		111500		112,100		327

								2019/10/31		113500		114000		112100		113,600		431

								2019/11/1		114600		116000		114500		115,900		277

								2019/11/5		118100		120000		117600		118,700		566

								2019/11/6		119900		120800		114600		116,300		732

								2019/11/7		113200		114800		110600		111,000		1018

								2019/11/8		111000		111700		105000		105,600		1695

								2019/11/11		104300		109500		103400		108,300		712

								2019/11/12		112000		112700		109500		109,600		420

								2019/11/13		108300		108800		106600		108,400		312

								2019/11/14		107200		110400		107000		110,000		241

								2019/11/15		111400		112700		110500		110,600		312

								2019/11/18		111600		112300		110700		112,200		214

								2019/11/19		113200		114900		112500		114,700		480

								2019/11/20		114800		114900		112300		113,700		315

								2019/11/21		113300		113500		111800		112,400		219

								2019/11/22		113100		113300		111600		112,000		181

								2019/11/25		112400		113000		111700		111,700		156

								2019/11/26		111800		113700		111800		113,300		172

								2019/11/27		113300		113300		112100		113,100		166

								2019/11/28		113100		114500		112900		113,400		222

								2019/11/29		113800		113900		112200		112,400		186

								2019/12/2		112800		113100		110700		111,100		489

								2019/12/3		111000		114000		110900		113,200		425

								2019/12/4		113000		113800		112700		113,600		112

								2019/12/5		113900		114000		112700		113,600		278

								2019/12/6		113800		113900		113500		113,800		155

								2019/12/9		113800		113900		113000		113,500		227

								2019/12/10		113100		114100		113100		113,900		382

								2019/12/11		113900		114300		113300		113,800		96

								2019/12/12		113400		114100		113400		114,000		154

								2019/12/13		114100		114100		112800		112,900		405

								2019/12/16		112800		113400		112800		113,400		48

								2019/12/17		113400		114000		113100		113,300		256

								2019/12/18		113500		113500		112800		113,200		360

								2019/12/19		113200		113400		113200		113,200		196

								2019/12/20		111600		111700		110000		110,300		1103

								2019/12/23		106400		106400		103200		103,900		2495

								2019/12/24		103000		104500		103000		103,200		737

								2019/12/25		103900		104200		103500		104,100		327

								2019/12/26		104000		105600		103500		103,800		700

								2019/12/27		102600		104200		102600		103,800		344

								2019/12/30		104100		104500		103800		103,900		238

								2020/1/6		104600		104600		103700		104,000		377

								2020/1/7		105100		105100		104500		105,000		154

								2020/1/8		105100		107000		105100		105,500		468

								2020/1/9		107200		107200		105600		106,500		110

								2020/1/10		107200		108800		106700		107,700		180

								2020/1/14		107700		108300		106700		107,800		364

								2020/1/15		108400		108700		108000		108,000		169

								2020/1/16		110000		110000		108100		108,800		145

								2020/1/17		108800		108900		108200		108,700		317

								2020/1/20		108700		108700		108300		108,300		104

								2020/1/21		108300		109000		108300		108,600		144

								2020/1/22		108600		108700		108500		108,600		67

								2020/1/23		108300		108500		108000		108,000		113

								2020/1/24		107700		107700		105400		106,000		344

								2020/1/27		106300		106400		102100		102,100		488

								2020/1/28		103300		105600		102700		104,800		316

								2020/1/29		105000		105500		104900		105,000		117

								2020/1/30		105400		105400		104400		104,400		74

								2020/1/31		104400		104900		104400		104,900		167

								2020/2/3		103500		103600		102400		103,400		259

								2020/2/4		103500		104000		103400		103,900		249

								2020/2/5		104000		104000		103000		103,300		195

								2020/2/6		103500		103700		103300		103,700		257

								2020/2/7		103700		103700		103300		103,300		91

								2020/2/10		103500		103700		103200		103,400		153

								2020/2/12		103700		103900		103300		103,900		102

								2020/2/13		103700		104900		103700		104,700		180

								2020/2/14		103900		104600		103800		104,200		244

								2020/2/17		104500		104900		104100		104,300		97

								2020/2/18		104200		104200		103800		103,900		60

								2020/2/19		103700		104100		103700		104,100		23

								2020/2/20		105000		105000		104400		104,700		430

								2020/2/21		104,600		105,600		104,600		105,600		287
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大口投資主

						氏名又は名称 シメイ マタ メイショウ		所有投資口数（口） ショユウ トウシ クチ スウ クチ		保有比率 ホユウ ヒリツ

				1		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ		2,235		4.85%				4.855%

				2		大和信用金庫		1,500		3.25%				3.258%

				3		個人 コジン		1,200		2.60%				2.606%

				4		株式会社福邦銀行 カブシキガイシャ フクホウ ギンコウ		980		2.12%				2.129%

				5		岡崎信用金庫 オカザキ		928		2.01%				2.016%

				6		個人 コジン		597		1.29%				1.297%

				7		九州ひぜん信用金庫		553		1.20%				1.201%

				8		個人 コジン		535		1.16%				1.162%

				9		株式会社福岡銀行 カブシキガイシャ フクオカ ギンコウ		470		1.02%				1.021%

				10		CACEIS BANK FOR CA SA/CAT-CL 3RD PARTY		450		0.97%				0.977%

						合計 ゴウケイ		9,448		20.52%				20.522%

						ALL		46,039





投資主シェア

						reserved-43646x1F										reserved-43465x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		80.3%				■		個人・その他 コジン タ		37,350口		81.1%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		9.1%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		3,928口		8.5%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		9.6%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,621口		10.0%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		1.0%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		140口		0.3%

						計 ケイ		46,039口		100.0%						計 ケイ		46,039口		100.0%





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		97.5%				■		個人・その他 コジン タ		4,041名		97.6%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		0.4%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		17名		0.4%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		1.8%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		72名		1.7%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		0.3%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		10名		0.2%

						計 ケイ		4,531名		100.0%						計 ケイ		4,140名		100.0%



						reserved-43830x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		34,250口		▲ 2,733口

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		6,632口		2,452口

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		4,283口		▲ 132口

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		874口		413口

						計 ケイ		46,039口		46,039口		0口





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		4,426名		10名

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		23名		3名

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		82名		0名

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		17名		4名

						計 ケイ		4,531名		4,548名		17名





借入状況

				reserved-43830x1F

				区分		借入先		残高
(百万円)		利率		借入日		返済期限		摘要

				長期		株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行 カブシキガイシャ アシカガ ギンコウ		4,933		0.70136%		reserved-43374x1F		reserved-47026x1F		無担保
無保証

						合計 ゴウケイ		4,933		－		－		－		－

								返済後残高 ヘンサイ ゴ ザンダカ								2018/12期
実績 キ ジッセキ		2019/6期
実績 キ ジッセキ		2019/12期
実績 キ ジッセキ		2020/6期
予想 キ ヨソウ		2020/12期
予想 キ ヨソウ		2021/6期
予想 キ ヨソウ

						新生 シンセイ		1,237,628,940		25.1%						57.7%		53.2%		53.5%		52.3%		52.0%		51.2%

						SMBC		1,237,628,940		25.1%

						中国 チュウゴク		934,765,064		18.9%

						足利 アシカガ		542,163,736		11.0%

						徳島 トクシマ		467,382,533		9.5%

						伊予 イヨ		280,429,520		5.7%

						高知 コウチ		233,691,267		4.7%

								4,933,690,000		100.00%



ＬＴＶ推移



[値]



[値]
[値]

2018/12期	
実績	2019/6期	
実績	2019/12期	
実績	2020/6期	
予想	2020/12期	
予想	2021/6期	
予想	0.57699999999999996	0.53200000000000003	0.53500000000000003	0.52300000000000002	0.52	0.51200000000000001	




賃貸事業収支

				201912期 キ														（円） エン																				（千円） セン エン

						賃貸事業収入比率 チンタイ ジギョウ シュウニュウ ヒリツ		6.85%		11.13%		6.16%		66.19%		9.66%

								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										TI龍ヶ崎
太陽光発電所 リュウガサキ タイヨウコウ ハツデン ショ		TI牛久
太陽光発電所 ウシク		TI鹿沼
太陽光発電所 カヌマ		TI矢吹
太陽光発電所 ヤブキ		TI釧路
太陽光発電所 クシロ		合計 ゴウケイ

								第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期										第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期

								2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～										2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～

								reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F										reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入																				再エネ発電設備等の賃貸収入

						最低保証賃料		24,311,778		38,740,878		22,396,728		240,882,264		33,026,988		359,358,636								最低保証賃料		24,311		38,740		22,396		240,882		33,026		359,358

						実績連動賃料		611,282		1,760,828		－		－		2,142,579		4,514,689								実績連動賃料		611		1,760		－		－		2,142		4,514

						付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27,745		－		－		27,745								付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27		－		－		27

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A）		24,923,060		40,501,706		22,424,473		240,882,264		35,169,567		363,901,070								賃貸収入（小計A）		24,923		40,501		22,424		240,882		35,169		363,901

						比率 ヒリツ		6.8%		11.1%		6.2%		66.2%		9.7%		100.00%								比率 ヒリツ		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.10%								6.5		10.6		6.1		66.6		10.2		100

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用																				再エネ発電設備等の賃貸費用

						公租公課		1,812,000		2,796,000		1,722,000		18,331,000		3,296,000		27,957,000								公租公課		1,812		2,796		1,722		18,331		3,296		27,957

						修繕費		36,200		127,540		535,000		1,695,000		108,000		2,501,740								修繕費		36		127		535		1,695		108		2,501

						保険料		203,868		343,102		224,966		2,508,865		364,043		3,644,844								保険料		203		343		224		2,508		364		3,644

						減価償却費		10,841,064		17,512,620		11,403,761		122,745,096		16,020,294		178,522,835								減価償却費		10,841		17,512		11,403		122,745		16,020		178,522

						支払地代				933,671		1,156,910		2,273,630		641,148		5,005,359								支払地代		－		933		1,156		2,273		641		5,005

						信託報酬		500,510		499,276		498,504		601,104		510,284		2,609,678								信託報酬		500		499		498		601		510		2,609

						その他賃貸費用		3,200		3,700		3,800		4,100		3,800		18,600								その他賃貸費用		3		3		3		4		3		18

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B）		13,396,842		22,215,909		15,544,941		148,158,795		20,943,569		220,260,056								賃貸費用（小計B）		13,396		22,215		15,544		148,158		20,943		220,260

				再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526,218		18,285,797		6,879,532		92,723,469		14,225,998		143,641,014						再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526		18,285		6,879		92,723		14,225		143,641

						NOI		22,367,282		35,798,417		18,283,293		215,468,565		30,246,292		322,163,849								NOI		22,367		35,798		18,283		215,468		30,246		322,163

						固都税・償却除く費用 コトゼイ ショウキャク ノゾ ヒヨウ		743,778		1,907,289		2,419,180		7,082,699		1,627,275		192,303,056



								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ

						信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ		444,578,959		738,448,987		487,927,413		5,278,039,359		744,943,707		7,693,938,425								信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(26,998,710)		(43,781,550)		(28,478,250)		(306,862,740)		(40,050,735)		(446,171,985)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン		495,000				197,800						692,800								信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(48,510)				(26,998)						(75,508)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託土地 シンタク トチ		141,209,730		150,678,208				602,391,670				894,279,608								信託土地 シンタク トチ

						信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ												0								信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ

				有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				559,236,469		845,345,645		459,619,965		5,573,568,289		704,892,972		8,142,663,340						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン

						信託借地権 シンタク シャクチケン		-		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037								信託借地権 シンタク シャクチケン

				無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				0		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン

						合計 ゴウケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								合計 ゴウケイ



						設備部分 セツビ ブ フン		418,026,739		694,667,437		459,619,965		4,971,176,619		704,892,972		7,248,383,732								設備部分 セツビ ブ フン

						不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン		141,209,730		171,085,189		43,936,482		619,950,283		30,166,961		1,006,348,645								不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン

						計 ケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								計 ケイ

						NOI利回り リマワ		11.8%		12.2%		11.7%		12.0%		12.5%		12.0%

						NCF利回り リマワ		7.9%		8.2%		7.2%		7.6%		8.2%		7.7%

		期初 キショ				7/1/19

		期末 キマツ				12/31/19

		日数 ニッスウ				184



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&9&Z&F
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残存期間

																										Y		M		D

				取得予定日 シュトク ヨテイビ				9/27/18																基準日 キジュンビ		2019		12		31



				物件番号		物件名称		認定日		供給開始日		調達期間								残存調達		調達価格（注5）

								（注1）		（注2）		満了日		分解 ブンカイ						期間												当年度 トウ ネンド		終期年度 シュウキ ネンド								基準日月 キジュンビ ヅキ		終期月 シュウキ ツキ

												（注3）		Y		M		D		（注4）										年数 ネンスウ		残存月数 ザンゾン ツキ スウ		月数 ツキ スウ		

Hidechika_Mayama: 始期月と終期月の合計月数を算出
		

Hidechika_Mayama: 12か月を超える場合は、12を引く		修正年数 シュウセイ ネンスウ		残存日数 ザンゾン ニッスウ		残存日数 ザンゾン ニチ スウ		合計 ゴウケイ		修正月数 シュウセイ ツキスウ		満了前月末 マンリョウ ゼンゲツ マツ

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		reserved-41564x1F		reserved-41757x1F		reserved-49061x1F		2034		4		27		15年7か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		3		3		3		14.0				27		27		4.0		reserved-49034x1F

				2		TI牛久太陽光発電所		reserved-41624x1F		reserved-41942x1F		reserved-49246x1F		2034		10		29		16年1か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		9		9		9		14.0				29		29		10.0		reserved-49217x1F

				3		TI鹿沼太陽光発電所		reserved-41604x1F		reserved-42061x1F		reserved-49365x1F		2035		2		25		16年5か月		36円/kWh				2020		2035		15		0		1		1		1		15.0				25		25		2.0		reserved-49340x1F

				4		TI矢吹太陽光発電所		reserved-41306x1F		reserved-42088x1F		reserved-49392x1F		2035		3		24		16年6か月		40円/kWh				2020		2035		15		0		2		2		2		15.0				24		24		3.0		reserved-49368x1F

				5		TI釧路太陽光発電所		reserved-41407x1F		reserved-42706x1F		reserved-50010x1F		2036		12		1		18年2か月		36円/kWh				2020		2036		16		0		11		11		11		16.0				1		1		11.0		reserved-50009x1F								分解 ブンカイ

																																								888.0								30.0						15.3		年 ネン		0.3		年 ネン

				（注1）「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について改正前の再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各取得予定資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。

				（注2）「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転（試運転を除きます。）を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。																																																												分解 ブンカイ

				（注3）「調達期間満了日」は、各取得予定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。																																																月ベース変換 ツキ ヘンカン		15		年 ネン		3.6		か月 ツキ				3.0		0.6

				（注4）「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、当該資産の取得予定日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げで算出しています。

				（注5）「調達価格」は、各取得予定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。																																														平均残存調達期間 ヘイキン ザンゾン チョウタツ キカン				15		年 ネン		4		か月 ツキ

















































































































































































































































































































































































制度動向

						制度の趣旨		2020年1月末日までの状況		制度の導入予定

				導管性 ドウカン セイ		一定の要件を満たした投資法人について、配当等の額を損金の額に算入することが可能となり、実質的に法人税が非課税となる仕組み。		現行は、再生可能エネルギー発電設備の取得期限が2020年3月31日までとされているが、2019年12月20日公表された「令和2年度税制改正の大綱」において、取得期限の３年延長が明記された。 ゲンコウ サイセイ カノウ ハツデン セツビ シュトク キゲン ネン ツキ ニチ ネン ツキ ニチ コウヒョウ レイワ ネン ド ゼイセイ カイセイ タイコウ シュトク キゲン ネン エンチョウ メイキ		－

				発電側
基本料金		送配電網の利用料金として、小売電気事業者が販売した電気の量に応じて託送料金を負担しているが、系統利用者である発電事業者側にも受益に応じた費用負担を求めようとするもの。		FIT価格が29円以上の太陽光発電については調整措置の対象外とすることが提案されたが、調達価格等算定委員会において、一定の調整措置が設けられる方向で議論されている。		2023年度から導入される予定(2020年度内に方針決定、2022年度末までにシステム構築)。 ドウニュウ ヨテイ

				廃棄等費用の確保 カクホ		太陽光発電設備の廃棄等費用について、積立が義務化されているものの実施率が低いことから、積立を確実にしようとするもの。		2019年12月、パネル出力容量に応じた積立が望ましいとしながらも第三者機関が管理する外部積立における徴収システムの問題から売電量に応じた積立とすること、及び上場インフラファンド等においては内部積立を選択できることが提案され、2020年1月にパブリックコメントが募集された。		2022年度に導入される予定。 ドウニュウ ヨテイ





パイプライン



						No.		所在地		運転開始年月		パネル出力（kW）		調達価格 チョウタツ カカク				パネル出力（kW）

				運営中		1		鳥取県米子市		41426		1,764 kW		40円/kWh				1,764.00		40

						2		徳島県美馬市		41791		1,470 kW		36円/kWh				1,470.00		36

						3		福島県南相馬市		42064		1,164 kW		36円/kWh				1,164.80		36

						4		茨城県鉾田市		42064		2,399 kW		40円/kWh				2,399.04		40

						5		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						6		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						7		福島県相馬市		42430		1,528 kW		36円/kWh				1,528.80		36

						8		福島県相馬市		42430		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						9		愛媛県北宇和郡		42430		2,374 kW		36円/kWh				2,374.40		36

						10		北海道根室市		2016年3月（2号）		2,984 kW		36円/kWh				2,984.80		36

										2016年7月（1、3、4、5号）								0.00

						11		北海道室蘭市		42461		2,038 kW		36円/kWh				2,038.40		36

						12		岡山県新見市		42522		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						13		愛媛県南宇和郡		42583		1,310 kW		32円/kWh				1,310.40		32

						14		北海道標津郡		42675		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						15		北海道川上郡		42795		1,262 kW		40円/kWh				1,262.10		40

						16		岡山県赤磐市		42795		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						17		鹿児島県霧島市		42979		17,140 kW		40円/kWh				17,140.20		40

						18		岡山県岡山市		43040		2,116 kW		36円/kWh				2,116.80		36

						19		北海道上川郡		43070		2,371 kW		40円/kWh				2,371.20		40

						20		岡山県岡山市		43101		2,043 kW		36円/kWh				2,043.36		36

						21		北海道阿寒郡		43160		6,026 kW		36円/kWh				6,026.40		36

						22		北海道根室市		43497		1,694 kW		21円/kWh				1,694.00		21

				開発中		23		福島県南相馬市		2020年5月予定		31,839 kW		36円/kWh				31,839.06		36

						24		高知県四万十市		2021年6月予定		36,000 kW		36円/kWh				36,000.00		36



				アドバンテック資料を基に、本資産運用会社作成

				2019年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資 基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。

				上記各物件のうち未稼働（開発中）のものに係る運転開始年月及び発電出力については、あくまで2019年12月31日現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転開始されず、また、上記の 発電出力による運転が困難となる可能性があります。

																								調達価格 チョウタツ カカク		パネル出力（kW）

																								40.0		24,937 kW

																								36.0		101,817 kW

																								32.0		1,310 kW

																								21.0		1,694 kW

																								計 ケイ		129,758 kW

																										129,758.16





超過分配規程

				継続的
利益超過分配金 ケイゾクテキ リエキ チョウカ ブンパイキン		原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。

				一時的
利益超過分配金 イチジテキ		・新投資口発行等の資金調達
・大規模修繕・点検等
・地震・風水害等の自然災害
・火災等の事故
・想定外の天候不順
・出力制御による売電収入の減少
・訴訟和解金の支払
・設備の売却損の発生
・その他の一時的要因
により、1口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、継続的な利益超過分配の分配額と合わせて60％を上限とする。





AD概要

				アドバンテックの概要（2019年12月31日現在）

				社名		株式会社アドバンテック

				設立		34820

				代表者		山名正英、首藤信生

				資本金		4,150万円

				事業内容		・真空配管部品及び真空排気管製造
・半導体向けガス配管及び真空配管製造
・各種機械加工
・半導体製造装置向け部品製造
・半導体製造装置関連部品輸入販売
・半導体向け化成品の製造販売
・テスト用ウェーハ販売
・太陽光関連事業
・測定装置販売

				本店所在地		東京本社

						〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館25F

						愛媛本社

						〒793-0046　愛媛県西条市港293-1

				従業員数		計309名（男218名　女91名）　※グループ会社等含みません

				海外拠点		アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、中国等







他社比較

						2016年		2017年		2017年		2018年		2018年		2019年		2019年

				タカラ		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期

				ALL		¥3,121		¥3,021		¥3,586		¥3,976		¥3,871		¥3,826

				利益 リエキ		¥3,121		¥3,021		¥3,123		¥3,512		¥3,521		¥3,492

				資本払戻 シホン ハラ モド						¥463		¥464		¥350		¥334

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						412		452		566		566

				割合 ワリアイ						13%		12%		8%		8%

				いちご				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ

				ALL				¥2,139				¥4,226				¥3,865

				利益 リエキ				¥869				¥2,046				¥1,680

				資本払戻 シホン ハラ モド				¥1,270				¥2,180				¥2,185

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				326				636				636

				割合 ワリアイ				40%				35%				35%

				ＲＪ						7月期		1月期		7月期		1月期

				ALL						¥476		¥3,258		¥3,249		¥3,272

				利益 リエキ								¥1,913		¥1,917		¥1,753

				一時差異 イチジ サイ						¥476		¥789				¥118

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥556		¥1,332		¥1,401

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ								173		278		406

				割合 ワリアイ								13%		33%		33%

				ＣＳ								6月期 ツキ キ		12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL								¥2,350		¥3,600		¥3,650

				利益 リエキ								¥1,542		¥1,783		¥3,073

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥808		¥1,817		¥577

				減価償却費百万円 ゲンカ ショウキャク ヒ ヒャクマンエン								743		713		813

				割合 ワリアイ								20%		59%		16%

				東京インフラ トウキョウ										12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL										¥651		¥4,203

				利益 リエキ										¥0		¥0

				一時差異 イチジ サイ										¥205		¥3,116

				資本払戻 シホン ハラ モド										¥446		¥1,087

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										89		178

				割合 ワリアイ										22%		28%





役員会



						役員会開催状況 ヤクインカイ カイサイ ジョウキョウ



						2017年 ネン						2018年 ネン

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

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		2				20

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ



						2019年 ネン																合計 ゴウケイ

						1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		1		2		1		1		1		3		1		2		32																44		64

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ









概要





								設立 セツリツ				reserved-43018x1F

								上場日 ジョウジョウ ビ				reserved-43370x1F

								証券コード ショウケン				9285

								所在地 ショザイチ				東京都千代田区大手町二丁目１番１号　大手町野村ビル21階 チヨダク オオテマチ ノムラ カイ

								役員 ヤクイン				役　職 ヤク ショク		氏　名 シ ナ		主な兼職等 オモ ケンショク トウ

												執行役員 シッコウ ヤクイン		永森　利彦 ナガモリ トシヒコ		東京ｲﾝﾌﾗｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役社長 トウキョウ カブシキガイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

												監督役員 カントク ヤクイン		内藤　加代子 ナイトウ カヨコ		弁護士法人大江橋法律事務所 カウンセル ベンゴシ ホウジン オオエバシ ホウリツ ジム ショ

																立命館大学法科大学院 非常勤講師 リツメイカン ダイガク ホウカ ダイガクイン ヒジョウキン コウシ

																双日株式会社 社外取締役 ソウジツ カブシキガイシャ シャガイ トリシマリヤク

														丸山　貴生 マルヤマ タカシ ウ		クリフィックス税理士法人　マネージャー ゼイリシ ホウジン

								決算期 ケッサン キ				6月及び12月 ツキ オヨ ツキ

								会計監査人 カイケイ カンサ ニン				太陽有限責任監査法人 タイヨウ ユウゲン セキニン カンサ ホウジン

								投資主名簿等管理人 トウシ ヌシ メイボ トウ カンリニン				三菱UFJ信託銀行株式会社

								資産運用会社 シサン ウンヨウ ガイシャ				東京インフラアセットマネジメント株式会社
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保有資産概要 4
S-6 TI根室太陽光発電所

S-7 TI新見太陽光発電所

（単位：kWh）

（単位：kWh）

所在地 北海道根室市

調達価格 36円/kWh

パネル出力 2,984kW

パネルメーカー Jinko Solar

パワコン供給者
日新電機株式会社(2号)
株式会社安川電機(1,3,4,5
号)

EPC業者 株式会社アドバンテック

運転開始日
2016年3月31日(2号)
2016年7月4日(1,3,4,5
号)

買取電気事業者 北海道電力株式会社

所在地 岡山県新見市

調達価格 36円/kWh

パネル出力 1,223kW

パネルメーカー Jinko Solar

パワコン供給者 日新電機株式会社

EPC業者 株式会社アドバンテック

運転開始日 2016年6月22日

買取電気事業者 中国電力株式会社
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保有資産概要 5
S-8 TI愛南太陽光発電所

S-9 TI中標津太陽光発電所

（単位：kWh）

（単位：kWh）

所在地 愛媛県南宇和郡

調達価格 32円/kWh

パネル出力 1,310kW

パネルメーカー Jinko Solar

パワコン供給者 日新電機株式会社

EPC業者 株式会社アドバンテック

運転開始日 2016年8月9日

買取電気事業者 四国電力株式会社

所在地 北海道標津郡

調達価格 36円/kWh

パネル出力 1,223kW

パネルメーカー Jinko Solar

パワコン供給者 日新電機株式会社

EPC業者 株式会社アドバンテック

運転開始日 2016年11月2日

買取電気事業者 北海道電力株式会社
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保有資産概要 6
S-10 TI霧島太陽光発電所

S-11 TI岡山太陽光発電所

（単位：kWh）

（単位：kWh）

所在地 鹿児島県霧島市

調達価格 40円/kWh

パネル出力 17,140kW

パネルメーカー Trina Solar

パワコン供給者 富士電機株式会社

EPC業者 株式会社九電工

運転開始日 2016年8月9日

買取電気事業者 九州電力株式会社

所在地 岡山県岡山市

調達価格 36円/kWh

パネル出力 2,043kW

パネルメーカー Jinko Solar

パワコン供給者 Huawei

EPC業者 株式会社アドバンテック

運転開始日 2018年1月12日

買取電気事業者 中国電力株式会社

14



Ⅳ. 第6期決算内容
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2020年
7月

2020年
8月

2020年
9月

2020年
10月

2020年
11月

2020年
12月

2020年12月期
合計

TI龍ヶ崎太陽光発電所 65.3% 106.9% 91.4% 87.1% 110.4% 99.7% 92.3%

TI牛久太陽光発電所 67.0% 117.1% 91.1% 87.9% 114.7% 99.6% 95.4%

TI鹿沼太陽光発電所 61.4% 97.6% 77.2% 74.3% 95.2% 89.9% 82.4%

TI矢吹太陽光発電所 67.5% 108.0% 85.1% 73.5% 99.4% 92.6% 87.5%

TI釧路太陽光発電所 106.7% 109.9% 93.7% 107.3% 103.7% 122.5% 107.0%

TI根室太陽光発電所 -                -                103.3% 106.7% 92.1% 132.7% 107.7%

TI新見太陽光発電所 -                -                104.3% 115.6% 127.3% 129.3% 116.9%

TI愛南太陽光発電所 -                -                86.5% 120.6% 109.2% 111.8% 106.0%

TI中標津太陽光発電所 -                -                87.5% 102.8% 102.8% 133.6% 104.4%

TI霧島太陽光発電所 -                -                81.7% 100.0% 95.4% 96.1% 92.9%

TI岡山太陽光発電所 -                -                77.4% 102.2% 101.4% 105.2% 95.3%

合計 70.3% 108.5% 85.8% 92.8% 99.6% 101.2% 93.2%

合計予想発電量（kWh） 2,122,354 2,343,129 4,464,057 4,347,057 3,452,561 3,156,723 19,885,881
合計実績発電量（kWh） 1,491,063 2,541,380 3,828,566 4,032,258 3,439,940 3,194,113 18,527,320

差異 ▲ 631,291 ＋198,251 ▲ 635,492 ▲ 314,799 ▲ 12,621 ＋37,390 ▲ 1,358,562

保有資産の発電実績

実績発電量÷予想発電量×100

※100％超をピンク色で網掛けしています。

• 2020年下半期は、11物件中5物件が予想を上回り、全体では達成率93.2％。
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発電量予測値 発電量実績値 差異 月次達成率 期中達成率
（kWh） （kWh） （kWh）

A B B-A B/A×100
2018年10月 1,880,341 1,746,599 ▲ 133,742 92.9%
2018年11月 1,544,069 1,663,093 ＋119,024円 107.7%
2018年12月 1,477,445 1,299,011 ▲ 178,434 87.9%

第2期計 4,901,855 4,708,703 ▲ 193,152 96.1%
2019年01月 1,598,707 1,632,270 ＋33,563 102.1%
2019年02月 1,677,684 1,697,017 ＋19,333 101.2%
2019年03月 2,251,896 2,370,309 ＋118,413 105.3%
2019年04月 2,388,948 2,602,702 ＋213,754 108.9%
2019年05月 2,594,572 2,923,165 ＋328,593 112.7%
2019年06月 2,220,224 2,091,520 ▲ 128,704 94.2%

第3期計 12,732,031 13,316,983 ＋584,952 104.6%
2019年07月 2,135,409 1,834,608 ▲ 300,801 85.9%
2019年08月 2,357,594 2,179,760 ▲ 177,834 92.5%
2019年09月 1,970,010 1,975,710 ＋5,700 100.3%
2019年10月 1,868,878 1,496,923 ▲ 371,955 80.1%
2019年11月 1,534,673 1,557,246 ＋22,573 101.5%
2019年12月 1,468,493 1,226,441 ▲ 242,051 83.5%

第4期計 11,335,057 10,270,688 ▲ 1,064,368 90.6%
2020年01月 1,588,999 1,350,280 ▲ 238,719 85.0%
2020年02月 1,667,474 1,913,150 ＋245,676 114.7%
2020年03月 2,238,122 2,183,771 ▲ 54,351 97.6%
2020年04月 2,374,321 2,528,090 ＋153,769 106.5%
2020年05月 2,578,650 2,473,420 ▲ 105,230 95.9%
2020年06月 2,206,571 2,224,210 ＋17,639 100.8%

第5期計 12,654,137 12,672,921 ＋18,784 100.1%
2020年07月 2,122,354 1,491,063 ▲ 631,291 70.3%
2020年08月 2,343,129 2,541,380 ＋198,251 108.5%
2020年09月 4,464,057 3,828,566 ▲ 635,492 85.8%
2020年10月 4,347,057 4,032,258 ▲ 314,799 92.8%
2020年11月 3,452,561 3,439,940 ▲ 12,621 99.6%
2020年12月 3,156,723 3,194,113 ＋37,390 101.2%

第6期計 19,885,881 18,527,320 ▲ 1,358,562 93.2%
61,508,961 59,496,615 ▲ 2,012,346 96.7% －

第6期 93.2%

期 年月

合計

第2期 96.1%

第3期 104.6%

第4期 90.6%

第5期 100.1%

運用開始以来の発電実績

※100％超をピンク色で網掛けしています。

• 2018年10月より運用を開始し27か月経過。
• 月次ベースでの発電実績値が予測値を超えた月数は13か月。
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保有資産の運用実績（1）
単位：千円

（注）金額は千円未満切捨てで表示しております。各保有資産の個別値の合計額と記載の「合計」値は必ずしも一致しておりません。

TI龍ヶ崎
太陽光発電所

TI牛久
太陽光発電所

TI鹿沼
太陽光発電所

TI矢吹
太陽光発電所

TI釧路
太陽光発電所

小計

再エネ発電設備等の賃貸収入

最低保証賃料 23,898 38,392 21,747 236,227 32,657 352,924

実績連動賃料 303 1,547 － － 3,267 5,118

付帯収入 － － － － － 13

賃貸収入（小計A） 24,215 39,939 21,747 236,227 35,925 358,056

再エネ発電設備等の賃貸費用

公租公課 1,626 2,465 1,502 16,172 2,878 24,644

修繕費 140 0 195 3,964 0 4,300

保険料 256 429 279 3,116 433 4,515

減価償却費 10,841 17,512 11,474 122,745 16,044 178,617

支払地代 － 932 1,153 2,296 640 5,022

信託報酬 542 540 540 642 551 2,818

その他賃貸費用 3 3 4 5 4 20

賃貸費用（小計B） 13,409 21,884 15,149 148,942 20,552 219,938

再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B） 10,806 18,055 6,598 87,284 15,372 138,118

NOI 21,647 35,567 18,072 210,029 31,417 316,735
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保有資産の運用実績（2）
単位：千円

（注）金額は千円未満切捨てで表示しております。各保有資産の個別値の合計額と記載の「合計」値は必ずしも一致しておりません。
上記6物件については、2020年9月2日～2020年12月31日までの運用実績となります。
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TI根室
太陽光発電所

TI新見
太陽光発電所

TI愛南
太陽光発電所

TI中標津
太陽光発電所

TI霧島
太陽光発電所

TI岡山
太陽光発電所

小計 合計

再エネ発電設備等の賃貸収入

最低保証賃料 26,569 9,924 11,150 11,322 196,745 21,091 276,803 629,727

実績連動賃料 4,212 2,136 1,534 1,179 161 345 9,568 14,687

付帯収入 － － － － － － 0 13

賃貸収入（小計A） 30,781 12,060 12,684 12,501 196,906 21,437 286,372 644,428

再エネ発電設備等の賃貸費用

公租公課 0 0 0 0 0 0 0 24,644

修繕費 46 196 0 0 270 0 512 4,812

保険料 455 194 187 213 2,940 415 4,407 8,922

減価償却費 14,955 6,502 6,245 7,073 90,056 12,727 137,562 316,179

支払地代 1,156 606 0 387 4,819 1,983 8,953 13,976

信託報酬 362 361 389 359 436 359 2,268 5,086

その他賃貸費用 1 2 0 2 9 18 34 55

賃貸費用（小計B） 16,978 7,863 6,823 8,036 98,532 15,504 153,738 373,677

再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B） 13,802 4,197 5,860 4,465 98,373 5,932 132,633 270,750

NOI 28,758 10,700 12,106 11,538 188,430 18,660 270,194 586,930



発電予測値（P90）
のポートフォリオ合計

投資法人受取賃料賃借人売電収入

70%

30%

実績連動賃料Ⅰ

賃借人の経費・税額

不足額は
保険金で支払いを担保

(発電予測値（P50）×調達価格)の
ポートフォリオ合計額 - 賃借人実績経費・税額

発電量

安定性と上振れの両立を目指した賃貸スキーム

賃料

最低保証賃料
（ポートフォリオ合計）

• 2020年12月期は、発電量実績値が発電予測値（P50）を下回ったが、P90を上回り、最低
保証賃料に加えて実績連動賃料Ⅰを収受。

実績連動賃料Ⅱ

発電予測値（P50）
のポートフォリオ合計

(発電予測値（P90）×調達価格)の
ポートフォリオ合計額 - 賃借人計画経費・税額

上振れ

安定
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2020年12月期末投資主の状況

氏名又は名称 所有投資口数（口） 保有比率
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,150 3.74%
2 株式会社アドバンテック 3,363 3.03%
3 株式会社クールトラスト 3,000 2.70%
4 大和信用金庫 1,500 1.35%
5 株式会社福岡銀行 1,462 1.32%
6 株式会社福邦銀行 1,300 1.17%
7 個人 1,012 0.91%
8 ＧＭＯクリック証券株式会社 1,002 0.90%
9 個人 690 0.62%
10 個人 664 0.60%

合計 18,143 16.33%

所有者別投資口数 20年6月期 20年12月期 増減

■ 個人・その他 34,080口 81,798口 47,718口

■ 金融機関（証券会社含
む） 7,075口 14,747口 7,672口

■ その他国内法人 4,208口 13,216口 9,008口

■ 外国法人等 676口 1,350口 674口

計 46,039口 111,111口 65,072口

所有者別投資主数 20年6月期 20年12月期 増減

■ 個人・その他 4,681名 8,590名 3,909名

■ 金融機関（証券会社含
む） 27名 34名 7名

■ その他国内法人 90名 177名 87名

■ 外国法人等 14名 27名 13名

計 4,812名 8,828名 4,016名

グループ合計
6,363口
5.73%
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2020年12月期末現在の借入状況

（注）各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日又は利息計算
期間の初日の 2 営業日前における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する利息計算
期間に対応する期間の日本円 TIBOR となります。かかる基準金利は、各利払期日に見直されます。

 期末ＬＴＶ＝54.9％

• 長期借入金は先スタート型金利スワップにより当面は低金利のメリットを享受。
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区分 借入先 残高
(百万円) 利率（注） 借入日 返済期限 摘要

株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行 831 0.35818%

（基準金利+0.30％） 2020年9月2日 2021 年 9 月 2 日又は消費税還付金の受領日
以降、最初に到来する利払期日のいずれか早い日

無担保
無保証

小計 831
株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島大正銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行

4,588
0.70136%

（基準金利+0.575％）
（2020/12/30以降1.313％固定)

2018年10月1日 2028年9月30日 無担保
無保証

株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社第三銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島大正銀行
株式会社佐賀銀行
株式会社福岡銀行
株式会社千葉銀行
株式会社百十四銀行

6,905

0.75136%
（基準金利+0.625％）

※2022/12/30以降、
元本の50%は0.997％固定

2020年9月2日 2030年6月28日 無担保
無保証

小計 11,493

12,324 － － － －

短期

長期

合計



Ⅳ. 今後の見通し
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2020年12月31日現在計11物件（取得価格ベース約197億円）のポートフォリオでの業績予想（注1）。
第9期は大規模点検等により、営業費用（修繕費）が一時的に増加する見込み。

業績予想

（注1）上記の業績予想については、2021年2月17日付決算短信に基づく予想値であり、今後の再生可能エネルギー発電設備等の取得若しくは売却、
インフラ市場等の推移、金利の変動、又は本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、変動する可能性があります。また、本予想は分配
金の額を保証するものではありません。

（注2）税法上の出資等減少分配からの分配金。減価償却費相当の留保資金を原資とする分配金です。
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第7期（予想） 第8期（予想） 第9期（予想）
2021年6月期 2021年12月期 2022年6月期

営業収益 百万円 919 900 937
内、最低保証賃料 百万円 838 822 847
内、実績連動賃料Ⅰ・Ⅱ 百万円 85 78 89
営業費用 百万円 574 588 627

営業利益 百万円 346 314 312
営業外費用 百万円 93 84 78

経常利益 百万円 253 229 223
当期純利益 百万円 252 228 232
１口当たり分配金 3,308円 3,036円 3,072円

利益分配金（一時差異等調整引
当額からの利益超過分配金含む） 2,269円 2,057円 2,093円
利益超過分配金 （注2） 1,039円 979円 979円

項目
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公募増資により6月期と12月期の1口当たり分配金（利益超過分配金を含む）（以下、DPU）の差異は大幅に縮小
2022年6月期は大規模点検等により、営業費用（修繕費）が一時的に増加する見込み
2021年は年間6,300円程度のDPUを見込む

大規模点検による一時的な
修繕費用の増加

【ご参考】年間DPU（実績・予想）の推移DPUの推移
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格付機関：株式会社日本格付研究所（JCR）
格付：Ａー（安定的）
格付取得日：2021/2/15

発行体格付の取得（JCR）

【JCR評価のポイント】
以下の点が評価され、長期発行体格付を「A-」、格付の見通し「安定的」を
獲得致しました。

①再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）を背景に、キャッシュフローが
安定していること

②組み入れ資産のキャッシュフロー創出力が良好で、財務運営方針も保守的であること
③アドバンテックグループが蓄積してきた太陽光発電事業に関する開発、運営の知見を

活用できること
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本投資法人のスポンサーパイプライン（18物件計約104MW）を含めたポートフォリオマップ

（注2）2020年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。
なお、上記各物件が本投資法人の定める投資基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得
する保証はありません。

（注3）上記各物件のうち未稼働（開発中）の物件に係るパネル出力及び運転開始予定年月については、あくまでも計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転が開始
されず、また、上記のパネル出力の数値は実際に運転が開始された場合の数値とは異なる可能性があります。

2020年12月31日現在

●当初取得資産
●新規取得資産
●運営中
●開発中
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Appendix
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再生可能エネルギーに係る制度面の動向
制度の趣旨 2020年12月31日までの状況 制度の導入予定

導管性

一定の要件を満たした投資法人につ
いて、配当等の額を損金の額に算入
することが可能となり、実質的に法人
税が非課税となる仕組み。

・　再生可能エネルギー設備を投資法人のペイスルー課税対象資産とみ
なす期間（上場インフラファンドに対する導管性要件）が、令和2年3月
31日に公布された 改正租税特別措置法施行令により令和5年3月31
日まで3年間延長となった
・　特例特定資産（再エネ発電設備）の運用の方法は賃貸のみ 【租
税特別措置法施行令39条の32の3第12項2号】
・　有価証券投資の場合、他の法人の発行済株式または出資の総数ま
たは総額の50%以上を保有していないこと 　【租税特別措置法67条の
15第1項2号】

－

発電側
基本料金

送配電網の利用料金として、小売電
気事業者が販売した電気の量に応じ
て託送料金を負担しているが、系統利
用者である発電事業者側にも受益に
応じた費用負担を求めようとするもの。

・　発電側基本料金の導入が検討される中で、FIT案件に対する課金に
ついても検討されてきたが、再生可能エネルギーの上位の主力電源化に
向けた動きの中で、 2020年7月に経済産業省より既存の非効率な火
力電源を抑制しつつ再エネ導入を加速化するための見直しの指示があっ
た。現在、大臣指示を踏まえてた制度設計に向けて、2020年12月電取
委制度設計専門会合での審議が再開されている

2023年度から導入される予定
(2020年度内に方針決定、
2022年度末までにシステム構
築)。

廃棄等費用
の確保

太陽光発電設備の廃棄等費用につ
いて、積立が義務化されているものの
実施率が低いことから、積立を確実に
しようとするもの。

・　2022年4月施行の改正再エネ特措法により、FIT後半10年間にお
いて、廃棄等費用の積立が義務付けられる
・　インフラファンドを含めて、長期安定発電の責任・能力を担うことが可能
と認められる事業者に対しては内部積立ても認められる見込み。

2022年度に導入される予定。
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投資口価格の推移 （2018年9月27日～2021年2月15日）

（円：投資口価格） （口：出来高）

2/15終値
96,400円

初回緊急事態宣言
2020年4月7日
終値96,300円

公募価格93,112円
2020年8月24日

IPO当日
2018年9月27日
終値92,300円
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本投資法人の概要
2021年2月17日現在

設立

上場日

証券コード 9285

所在地 東京都千代⽥区麹町二丁目3番地　麹町プレイス8階

役員 役　職 氏　名 主な兼職等

執行役員 永森　利彦 東京ｲﾝﾌﾗｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役社長

監督役員 内藤　加代子 弁護士

弁護士法人大江橋法律事務所 カウンセル

立命館大学法科大学院 非常勤講師

双日株式会社 社外取締役

丸山　貴生 公認会計士

税理士

株式会社鈴鹿 財務経理部長

決算期

会計監査人 太陽有限責任監査法人

投資主名簿等管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

資産運用会社 東京インフラアセットマネジメント株式会社

2017年10月10日

2018年9月27日

6月及び12月
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本投資法人の仕組図

本投資法人

信託銀行/信託会社

賃借人ＳＰＣ

スポンサー

資産運用会社

サポート会社

オペレーター兼
Ｏ＆Ｍ業者

オペレーター兼
O&M業者

金融機関

投資主

地権者

接続電気事業者

接続契約
売電契約

太陽光発電設備
運転・保守契約

オペレーター業務委託契約

土地賃貸借契約 信託契約

設備賃貸借契約

パイプラインサポート契約

スポンサーサポート契約

保険会社
日射量保険
契約

出資・配当

ローン契約

資産運用
委託契約

投資主総会

役員会

会計監査人

企業財産包括保険契約
賠償責任保険契約
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本投資法人の特徴

１．再生可能エネルギー発電設備関連資産への重点投資

２．アドバンテック・グループのスポンサーサポート

３．再生可能エネルギー発電設備等に関する知見を有する
スポンサー及びサポート会社によるサポート体制の活用

４．長期安定的なキャッシュフロー及び収益の実現を追求
した投資スキームと財務戦略

当面は、太陽光発電設備等に係る再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資割合を
80%以上、それ以外の再生可能エネルギー（風力発電、バイオマス発電、水力発電、地熱
発電）に係る再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資割合を20%以下とします。
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スポンサー及びサポート会社によるサポート体制
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アドバンテックについて

https://www.advantec-japan.co.jp/

 製造業者としての高い技術志向に基づく太陽光発電業界における独自性
 太陽光発電に関する開発・工事・運営管理の各事業を展開するワンストップ型ビジネスモデル

アドバンテックの強み
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アドバンテックの会社概要
2021年2月17日現在

社名 株式会社アドバンテック

設立 1995年5月

代表者 山名正英、首藤信生

資本金 4,150万円

事業内容

・真空配管部品及び真空排気管製造
・半導体向けガス配管及び真空配管製造
・各種機械加工
・半導体製造装置向け部品製造
・半導体製造装置関連部品輸入販売
・半導体向け化成品の製造販売
・テスト用ウェーハ販売
・太陽光関連事業
・測定装置販売
東京本社
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館25F
愛媛本社
〒793-0046　愛媛県西条市港293-1

従業員数 計344名　※グループ会社等含みません

海外拠点 アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、中国等

本店所在地
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実績

																						PL（決算期） ケッサン キ								1219修正予想 シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		予想差異 ヨソウ サイ

				項目 コウモク				2019年6月期 ネン ツキ キ		2019年12月期 ネン ツキ キ												不動産賃貸収入合計 フドウサン チンタイ シュウニュウ ゴウケイ								368,082,036		363,901,070		▲ 4,180,966

								実績 ジッセキ		2019年12月19日
修正予想 ネン ツキ ニチ シュウセイ ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ		予想比 ヨソウ ヒ						最低保証 サイテイ ホショウ								359,358,625		359,358,636

				営業収益 エイギョウ シュウエキ				467		368		363		▲ 5 		-1.1%						実績連動 ジッセキ レンドウ								8,723,411		4,514,689

						営業費用		284		277		277		＋0 		0.1%						駐車場使用料 チュウシャジョウ シヨウリョウ								27,745

				営業利益 エイギョウ リエキ				183		91		86		▲ 5 		-5.0%						施設使用料 シセツ シヨウ リョウ								220,923,231

				経常利益 ケイジョウ リエキ				143		51		48		▲ 3 		-5.8%						付帯収益 フタイ シュウエキ								0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				143		51		47		▲ 4 		-6.7%						解約違約金 カイヤク イヤクキン								0

				１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン				4,203円		2,195円		2,195円		±0円 エン		0.0%				←今回手入力 コンカイ テ ニュウリョク		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ								27,952,000						営業費用 エイギョウ ヒヨウ

						利益分配金 リエキ ブンパイキン		0円		857円		1,034円		＋177円		20.7%						その他収入 タ シュウニュウ										27,745				予想 ヨソウ		実績 ジッセキ		差異 サイ

						利益超過（一時差異）（注1） リエキ チョウカ イチジ サイ チュウ		3,116円		251円		0円		▲ 251円		-100.0%						不動産賃貸費用合計 フドウサン チンタイ ヒヨウ ゴウケイ								220,923,231		220,260,056				276,789,350		277,132,718		343,368

						利益超過（資本払戻）（注2） リエキ チョウカ シホン ハラ モド チュウ		1,087円		1,087円		1,161円		＋74円		6.8%								管理費(PM+BM) カンリヒ

																								水道光熱費 スイドウ コウネツヒ

																								租税公課 ソゼイ コウカ						27,952,000		27,957,000

																								保険料(損害賠償) ホケンリョウ ソンガイ バイショウ						3,663,784		3,644,844

																								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						178,522,830		178,522,835

																								減価償却費(CAPEX) ゲンカ ショウキャク ヒ

																								減価償却費(資産除去債務) ゲンカ ショウキャク ヒ シサンジョキョサイム

																								信託報酬 シンタク ホウシュウ						3,276,348		2,609,678

																								修繕費 シュウゼンヒ						2,501,740		2,501,740

																								その他費用（地代等） タ ヒヨウ チダイ トウ						5,006,529		5,023,959

																						賃貸事業利益 チンタイ ジギョウ リエキ								147,158,805		143,641,014

																						営業費用 エイギョウ ヒヨウ								55,866,119		56,872,662

																								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ						1,600,000		1,600,000

																								資産運用報酬1 シサン ウンヨウ ホウシュウ						14,156,448		15,908,164

																								資産運用報酬2 シサン ウンヨウ ホウシュウ

																								資産保管手数料 シサン ホカン テスウリョウ						630,000		630,000

																								一般事務委託手数料 イッパン ジム イタク テスウ リョウ						11,410,015		11,052,422

																								投資口事務代行手数料（基本料） トウシ グチ ジム ダイコウ テスウリョウ キホン リョウ

																								投資口事務代行手数料（配当支払等） ハイトウ シハライ トウ

																								その他営業費用　合計 タ エイギョウ ヒヨウ						28,069,656		27,682,076

																										会計監査人報酬 カイケイ カンサ ニン ホウシュウ				6,900,000		6,900,000

																										税理士報酬 ゼイリシ ホウシュウ

																										弁護士報酬 ベンゴシ ホウシュウ				9,771,998		6,783,342

																										DO（会社役員賠償責任）保険 カイシャ ヤクイン バイショウ セキニン ホケン				537,422		537,422

																										通信費（運用報告書発送費） ツウシンヒ ウンヨウ ホウコクショ ハッソウ ヒ

																										運用報告作成費 ウンヨウ ホウコク サクセイ ヒ				7,896,800		5,147,300

																										有報作成費 ユウホウ サクセイ ヒ

																										マーケット調査費用（有報使用データ） チョウサ ヒヨウ ユウホウ シヨウ

																										プレスリリース作成費 サクセイ ヒ

																										ウェブサイト修正費 シュウセイ ヒ

																										決算説明会費用作成費 ケッサン セツメイカイ ヒヨウ サクセイ ヒ

																										決算IR関連費用 ケッサン カンレン ヒヨウ

																										上場維持費用 ジョウジョウ イジ ヒヨウ

																										格付継続 カク ヅ ケイゾク

																										継続鑑定 ケイゾク カンテイ						4,500,000

																										銀行支払手数料 ギンコウ シハライ テスウリョウ						1,024,190

																										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				367,794		367,800

																										その他・予備費 タ				2,595,642		2,422,022

																						営業利益 エイギョウ リエキ								91,292,686		86,768,352		▲ 4,524,334

																						NOI

																						営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ								1,575		1,413,643

																								受取利息 ウケトリ リソク						1,575		1,574

																								雑収入 ザツシュウニュウ								1,412,069

																						営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ								40,028,974		39,895,638

																								支払利息 シハライ リソク						18,100,156		17,996,246

																								長期前払費用償却 チョウキ マエバラ ヒヨウ ショウキャク						5,766,775		5,737,349

																								繰延資産償却 クリノベ シサン ショウキャク				創立費償却 ソウリツ ヒ ショウキャク		5,026,380		5,026,380

																												投資口公開関連費用 トウシ グチ コウカイ カンレン ヒヨウ		10,300,644		10,300,644

																								AGTフィー/その他 タ						835,019		835,019

																						経常利益 ケイジョウ リエキ								51,265,287		48,286,357		▲ 2,978,930

																								特別利益 トクベツ リエキ						249,244

																								特別損失 トクベツ ソンシツ

																						税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ								51,514,531		48,286,357

																						法人税、住民税、事業税 ホウジンゼイ ジュウミンゼイ ジギョウゼイ								500,000		689,419

																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ								51,014,531		47,596,938		▲ 3,417,593

																						前期繰越損益 ゼンキ クリコシ ソンエキ								152,921,407		152,921,407

																						当期未処分利益 トウキ ミショブン リエキ								203,935,938		200,518,345

																						金利スワップ評価損益 キンリ ヒョウカ ソンエキ								▲ 164,463,676		▲ 147,418,864

																						投信法の利益 トウシンホウ リエキ								39,472,262		53,099,481

																						一次差異等調整引当金を除く前期り越利益 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ノゾ ゼンキ コ リエキ								25,888		25,888

																						一次差異等調整引当金の上限 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ キン ジョウゲン								11,594,045		0

																						発行済投資口数　 ハッコウ ズ トウシ グチ スウ								46,039		46,039

																						発行済投資口数 （割当増資有） ハッコウ ズ トウシ グチ スウ ワリアテゾウシ アリ								46,039		46,039

																						分配金総額（利益分配金） ブンパイキン ソウガク リエキ ブンパイキン								39,455,423.0		47,604,326.0

																						利益超過分配総額（一時差異） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク イチジ サイ								11,555,789.0		0.0

																						利益超過分配総額（資本払戻） リエキ チョウカ ブンパイ ソウガク シホン ハラ モド								50,044,393.0		53,451,279.0

																						利益超過分配率 リエキ チョウカ ブンパイ リツ								28.00%		29.90%

																						分配金総額 ブンパイキン ソウガク								101,055,605.0		101,055,605.0

																						1口当たり分配金（利益超過含まない） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益超過含む） クチ ア ブンパイキン リエキ チョウカ フク

																						1口当たり分配金（利益分配） クチ ア ブンパイキン リエキ ブンパイ								857.0		1,034.0

																						1口当たり分配金（一時差異） クチ ア ブンパイキン イチジ サイ								251.0		0.0

																						1口当たり分配額（資本払戻） クチ ア ブンパイ ガク シホン ハラ モド								1,087.0		1,161.0

																						利益超過小計 リエキ チョウカ ショウケイ								1,338.0		1,161.0

																						DPU合計 ゴウケイ								2,195.0		2,195.0





分配金の内訳

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						143		152		143		0

						9				178		143

												50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	143	152	143	0	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	9	178	143	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円
により利益なし

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



予想





						項目 コウモク						2020年6月期 ネン ツキ キ		2020年12月期 ネン ツキ キ		2021年6月期 ネン ツキ キ

												予想 ヨソウ		予想 ヨソウ		予想 ヨソウ

						営業収益 エイギョウ シュウエキ				百万円 ヒャクマンエン		440		400		441

						内、最低保証賃料 ウチ サイテイ ホショウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		388		357		387

						内、実績連動賃料Ⅰ ウチ ジッセキ レンドウ チンリョウ				百万円 ヒャクマンエン		51		43		53

								営業費用		百万円 ヒャクマンエン		272		278		283

						営業利益 エイギョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		168		122		158

								営業外費用		百万円 ヒャクマンエン		38		37		49

						経常利益 ケイジョウ リエキ				百万円 ヒャクマンエン		130		84		108

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				百万円 ヒャクマンエン		129		83		107

						１口当たり分配金 クチ ア ブンパイキン						3,895円		2,898円		3,425円

								利益分配金 リエキ ブンパイキン				2,810円		1,813円		2,340円

								利益超過（一時差異） リエキ チョウカ イチジ サイ		（注2） チュウ		0円		0円		0円

								利益超過（資本払戻） リエキ チョウカ シホン ハラ モド		（注3） チュウ		1,085円		1,085円		1,085円







分配金総額

										仮 カリ

						予想 ヨソウ



										2020年6月期		2020年12月期		2021年6月期

										予想		予想		予想

						A. 当期純利益（予想）		百万円 ヒャクマン エン		129 		83 		83 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		164 		164 		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		293 		247 		235 

						D. 金利スワップ評価損益		百万円 ヒャクマン エン		△ 164 		△ 164 		△ 164 

						投信法上の利益（C+D）		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		129 		83 		71 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－		－		11 

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		50 		50 		50 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		179 		133 		132 





						実績 ジッセキ



										2019年12月期

										実績 ジッセキ

						A. 当期純利益		百万円 ヒャクマン エン		47 

						B. 前期繰越利益 ゼンキ クリコシ リエキ		百万円 ヒャクマン エン		152 

						C. 当期未処分利益（A+B） ミショブン リエキ		百万円 ヒャクマン エン		200 

						D. 一時差異等調整引当額 イチジ サイ トウ チョウセイ ヒキアテ ガク		百万円 ヒャクマン エン		152 

						利益分配金原資 (C-D) リエキ ブンパイキン ゲンシ		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ａ）利益分配金 リエキ ブンパイ キン		百万円 ヒャクマンエン		47 

						（ｂ）一時差異等引当額からの分配金		百万円 ヒャクマンエン		－

						（ｃ）その他の利益超過分配金		百万円 ヒャクマンエン		53 

						(ａ)+(ｂ)+(ｃ)＝分配金の総額		百万円 ヒャクマン エン		101 







分配金の内訳 (2)

				2019年12月期 ネン ガツ キ

						当期未処分利益
（損益計算書） トウキ ミショブン リエキ ソンエキ ケイサンショ		投信法上の利益 トウシンホウ ジョウ リエキ		分配金原資 ブンパイキン ゲンシ		分配金総額 ブンパイ キン ソウガク										分配金総額 ブンパイ キン ソウガク

						83		71		83		71										71

						152		164		178		11										11

												50										50

																				グラフ

																				図形 ズケイ





当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	83	71	83	71	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	152	164	178	11	

当期未処分利益	
（損益計算書）	投信法上の利益	分配金原資	分配金総額	50	



繰延ヘッジ損益
△164百万円

（百万円）

その他
利益超過分配金

一時差異等
調整引当額

28%相当

減価償却費

当期純利益

当期純利益

前期繰越利益



スペック



						所在地 ショザイチ		茨城県龍ヶ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ

		龍 リュウ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,456kW								所在地 ショザイチ

						パネルメーカー		REC Peak Energy								買取価格 カイトリ カカク

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"4"月"28"日"

						買取事業者 カイトリ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ

		牛久 ウシク				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		2,284kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2014"年"10"月"30"日"

						買取事業者 カイトリ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		栃木県鹿沼市 トチギ ケン カヌマ シ

		鹿沼 カヌマ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,370kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		安川電機株式会社 ヤスカワ デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"2"月"26"日"

						買取事業者 カイトリ ジギョウシャ		東京電力エナジー
パートナー株式会社 トウキョウ デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン

		矢吹 ヤブキ				調達価格 チョウタツ カカク		40円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		12,994kW

						パネルメーカー		REC Peak Energy

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		TMEIC

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社竹中工務店 カブシキガイシャ タケナカ コウムテン

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2015"年"3"月"25"日"

						買取事業者 カイトリ ジギョウシャ		東北電力株式会社 トウホク デンリョク カブシキガイシャ



						所在地 ショザイチ		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン

		釧路 クシロ				調達価格 チョウタツ カカク		36円/kWh

						パネル出力 シュツリョク		1,965kW

						パネルメーカー		Jinko Solar

						パワコン供給者 キョウキュウシャ		日新電機株式会社 ニッシン デンキ カブシキガイシャ

						EPC業者 ギョウシャ		株式会社クールトレード カブシキガイシャ

						運転開始日 ウンテン カイシ ビ		2016"年"12"月"2"日"

						買取事業者 カイトリ ジギョウシャ		北海道電力株式会社 ホッカイドウ デンリョク カブシキガイシャ

















資産サマリ



						発電設備名称		所在地		取得価格		発電所評価額		パネル出力		調達価格 チョウタツ		残存調達期間

										（百万円）		（百万円）		（kW）		（円／kW）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ヶ崎市		564		549～677		1,456		36		14年4か月

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市		884		842～1,010		2,284		36		14年10か月

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市		509		465～584		1,370		36		15年2か月

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡		5,815		5,551～6,714		12,994		40		15年3か月

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡		752		736～903		1,965		36		16年11か月

						合計				8,524		8,143～9,888		20,072

												PwC評価		下限		上限

												龍ヶ崎		549		677

												牛久		842		1,010

												鹿沼		465		584

												矢吹		5,551		6,714

												釧路		736		903

												0		8,143		9,888

														仲値 ナカネ		9,015.5





発電量

																																				前期 ゼンキ		6/30/19

								7月 ツキ				8月 ツキ				9月 ツキ				10月 ツキ				11月 ツキ				12月 ツキ								当期 トウキ		12/31/19

						発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値		発電量予測値		発電量実績値								日数 ニッスウ		184

						（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)		（kWh）		(kWh)				自動計算 ジドウ ケイサン

						(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)		(A)		(B)				合計 ゴウケイ						パネル出力kWh シュツリョク		設備利用率 セツビ リヨウリツ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		167,941

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
月次発電実績プレス
値貼り付け		134,390		176,966		169,720		138,447		139,880		124,940		109,890		104,392		116,250		111,268		94,260				823,954		764,390				1,456.00		11.9%

				TI牛久太陽光発電所		264,890		209,790		279,125		272,300		218,589		227,760		197,265		168,800		164,641		185,410		176,221		148,680				1,300,731		1,212,740				2,284.80		12.0%

				TI鹿沼太陽光発電所		140,555		107,038		158,915		141,350		133,956		115,160		125,390		92,523		109,182		100,796		115,647		82,931				783,645		639,798				1,370.88		10.6%

				TI矢吹太陽光発電所		1,376,547		1,191,500		1,550,629		1,420,600		1,298,151		1,268,000		1,228,731		944,100		987,607		944,000		906,309		738,400				7,347,974		6,506,600				12,994.80		11.3%

				TI釧路太陽光発電所		185,475		191,890		191,960		175,790		180,866		224,910		192,552		181,610		168,851		210,790		159,049		162,170				1,078,753		1,147,160				1,965.60		13.2%

				合計		2,135,409		1,834,608		2,357,594		2,179,760		1,970,010		1,975,710		1,868,878		1,496,923		1,534,673		1,557,246		1,468,493		1,226,441				11,335,057		10,270,688		下表参照値 カヒョウ サンショウ チ		20,072.08

																																11,335,057		10,270,688		タテ計 ケイ

				実績発電量/予想発電量 ジッセキ ハツデン リョウ ヨソウ ハツデン リョウ

						2019年
7月 ネン ツキ		2019年
8月 ネン ツキ		2019年
9月 ネン ツキ		2019年
10月 ネン ツキ		2019年
11月 ネン ツキ		2019年
12月 ネン ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ								

Hidechika_Mayama: Hidechika_Mayama:
6月度/12月度のプレス
を値貼り付け
		物件数		パネル出力		発電量予測値		発電量実績値		差異

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		80.0%		95.9%		101.0%		88.0%		111.4%		84.7%		92.8%												（kW）		（kWh）（注1）		(kWh)（注2）		(kWh)

				TI牛久太陽光発電所		79.2%		97.6%		104.2%		85.6%		112.6%		84.4%		93.2%														(A)		(B)		(B)-(A)

				TI鹿沼太陽光発電所		76.2%		88.9%		86.0%		73.8%		92.3%		71.7%		81.6%								43647		5		20,072.08		2,135,409		1,834,608		-300,801

				TI矢吹太陽光発電所		86.6%		91.6%		97.7%		76.8%		95.6%		81.5%		88.5%								43678		5		20,072.08		2,357,594		2,179,760		-177,834

				TI釧路太陽光発電所		103.5%		91.6%		124.4%		94.3%		124.8%		102.0%		106.3%								43709		5		20,072.08		1,970,010		1,975,710		5,700

				合計		85.9%		92.5%		100.3%		80.1%		101.5%		83.5%		90.6%								43739		5		20,072.08		1,868,878		1,496,923		-371,955

																										43770		5		20,072.08		1,534,673		1,557,246		22,573

				合計予想発電量（kWh） ゴウケイ ヨソウ ハツデン リョウ		2,135,409		2,357,594		1,970,010		1,868,878		1,534,673		1,468,493		11,335,057								43800		5		20,072.08		1,468,493		1,226,441		-242,051

				合計実績発電量（kWh） ゴウケイ ジッセキ ハツデン リョウ		1,834,608		2,179,760		1,975,710		1,496,923		1,557,246		1,226,441		10,270,688								合計		－		－		11,335,057		10,270,688		-1,064,368

				差異 サイ		▲ 300,801		▲ 177,834		＋5,700		▲ 371,955		＋22,573		▲ 242,052		▲ 1,064,368

																値張り↑ アタイ バ		値張り↑ アタイ バ

						値貼り付け アタイ ハ ツ												値参照 アタイ サンショウ

				TI龍ヶ崎太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ		2019年12月期合計 ネン ツキ キ ゴウケイ

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		127,351		123,953		157,882		171,752		188,495		154,741		167,941		176,966		138,447		124,940		104,392		111,268		823,954		2,572,082

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		147,340		110,180		164,880		184,050		203,830		135,230		134,390		169,720		139,880		109,890		116,250		94,260		764,390		2,474,290

				TI牛久太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.2%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		201,687		195,310		247,754		269,518		297,308		244,070		264,890		279,125		218,589		197,265		164,641		176,221		1,300,731		4,057,109

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		234,940		175,100		256,270		287,960		326,070		224,220		209,790		272,300		227,760		168,800		185,410		148,680		1,212,740		3,930,040

				TI鹿沼太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				96.9%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		136,888		132,506		161,104		161,025		165,519		139,496		140,555		158,915		133,956		125,390		109,182		115,647		783,645		2,463,828

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		123,380		116,081		145,409		167,462		175,535		129,140		107,038		141,350		115,160		92,523		100,796		82,931		639,798		2,136,603

				TI矢吹太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				86.7%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		955,140		1,029,876		1,446,830		1,553,657		1,718,041		1,493,396		1,376,547		1,550,629		1,298,151		1,228,731		987,607		906,309		7,347,974		22,892,888

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		926,500		1,091,317		1,566,300		1,705,000		1,955,600		1,381,200		1,191,500		1,420,600		1,268,000		944,100		944,000		738,400		6,506,600		21,639,117

				TI釧路太陽光発電所		19年
1月 ネン ツキ		2月 ツキ		3月 ツキ		4月 ツキ		5月 ツキ		6月 ツキ		7月 ツキ		8月 ツキ		9月 ツキ		10月 ツキ		11月 ツキ		12月 ツキ				94.5%

				予想発電量 ヨソウ ハツデン リョウ		177,640		196,039		238,326		232,995		225,209		188,520		185,475		191,960		180,866		192,552		168,851		159,049		1,078,753		3,416,235

				実績発電量 ジッセキ ハツデン リョウ		200,110		204,340		237,450		258,230		262,130		221,730		191,890		175,790		224,910		181,610		210,790		162,170		1,147,160		3,678,310

																																107.7%



TI龍ヶ崎太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	127351	123953	157882	171752	188495	154741	167941	176966	138447	124940	104392	111268	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	147340	110180	164880	184050	203830	135230	134390	169720	139880	109890	116250	94260	







TI牛久太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	201687	195310	247754	269518	297308	244070	264890	279125	218589	197265	164641	176221	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	234940	175100	256270	287960	326070	224220	209790	272300	227760	168800	185410	148680	







TI鹿沼太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	136888	132506	161104	161025	165519	139496	140555	158915	133956	125390	109182	115647	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	123380	116081	145409	167462	175535	129140	107038	141350	115160	92523	100796	82931	







TI矢吹太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	955140	1029876	1446830	1553657	1718041	1493396	1376547	1550629	1298151	1228731	987607	906309	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	926500	1091317	1566300	1705000	1955600	1381200	1191500	1420600	1268000	944100	944000	738400	







TI釧路太陽光発電所



予想発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	177640	196039	238326	232995	225209	188520	185475	191960	180866	192552	168851	159049	実績発電量	19年	
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	200110	204340	237450	258230	262130	221730	191890	175790	224910	181610	210790	162170	









Sheet1

				アドバンテックの概要（2019年12月31日現在）

				社名		株式会社アドバンテック

				設立		34820

				代表者		山名正英、首藤信生

				資本金		4,150万円

				事業内容		・真空配管部品及び真空排気管製造
・半導体向けガス配管及び真空配管製造
・各種機械加工
・半導体製造装置向け部品製造
・半導体製造装置関連部品輸入販売
・半導体向け化成品の製造販売
・テスト用ウェーハ販売
・太陽光関連事業
・測定装置販売

				本店所在地		東京本社

						〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館25F

						愛媛本社

						〒793-0046　愛媛県西条市港293-1

				従業員数		計344名　※グループ会社等含みません

				海外拠点		アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、中国等







運用開始来実績

				期 キ		年月 ネンゲツ		発電量予測値		発電量実績値		差異 サイ		月次達成率 ゲツジ タッセイリツ		期中達成率 キチュウ タッセイリツ				期別合計 キ ベツ ゴウケイ		期別合計 キ ベツ ゴウケイ

								（kWh）		（kWh）		（kWh）								発電量予測値		発電量実績値

								A		B		B-A		B/A×100

				第2期 ダイ キ		2018年10月 ネン ツキ		1,880,341		1,746,599		▲ 133,742		92.9%		96.1%

						2018年11月 ネン ツキ		1,544,069		1,663,093		119,024		107.7%

						2018年12月 ネン ツキ		1,477,445		1,299,011		▲ 178,434		87.9%						4,901,855		4,708,703

				第3期 ダイ キ		2019年1月 ネン		1,598,707		1,632,270		33,563		102.1%		104.6%

						2019年2月 ネン		1,677,684		1,697,017		19,333		101.2%

						2019年3月 ネン		2,251,896		2,370,309		118,413		105.3%

						2019年4月 ネン		2,388,948		2,602,702		213,754		108.9%

						2019年5月 ネン		2,594,572		2,923,165		328,593		112.7%

						2019年6月 ネン		2,220,224		2,091,520		▲ 128,704		94.2%						12,732,031		13,316,983

				第4期 ダイ キ		2019年7月 ネン		2,135,409		1,834,608		▲ 300,801		85.9%		90.6%

						2019年8月 ネン		2,357,594		2,179,760		▲ 177,834		92.5%

						2019年9月 ネン		1,970,010		1,975,710		5,700		100.3%

						2019年10月 ネン		1,868,878		1,496,923		▲ 371,955		80.1%

						2019年11月 ネン		1,534,673		1,557,246		22,573		101.5%

						2019年12月 ネン		1,468,493		1,226,441		▲ 242,051		83.5%						11,335,057		10,270,688

				合計 ゴウケイ				28,968,943		28,296,374		▲ 672,569		97.7%		－





分散状況

						物件名称 ブッケン メイショウ		所在地 ショザイチ		取得価格 シュトク カカク		期末評価価値 キマツ ヒョウカ カチ				調達価格 チョウタツ カカク		残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン		買取電気事業者 カイトリ デンキ ジギョウシャ

										（百万円）		（百万円）		比率 ヒリツ		（円/kWh）

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		茨城県龍ケ崎市 イバラキケン リュウガサキ シ		564		613		6.8%		36		14年4ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				2		TI牛久太陽光発電所		茨城県牛久市 イバラキケン ウシク シ		884		926		10.3%		36		14年10ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				3		TI鹿沼太陽光発電所		栃木県鹿沼市 トチギケン カヌマシ		509		524		5.8%		36		15年2ヶ月 ネン ツキ		東京電力エナジーパートナー トウキョウ デンリョク

				4		TI矢吹太陽光発電所		福島県西白河郡 フクシマケン ニシシラカワグン		5,815		6,132		68.0%		40		15年3ヶ月 ネン ツキ		東北電力 トウホク デンリョク

				5		TI釧路太陽光発電所		北海道釧路郡 ホッカイドウ クシログン		752		819		9.1%		36		16年11ヶ月 ネン ツキ		北海道電力 ホッカイドウ デンリョク

								合計 ゴウケイ		8,524		9,016		100.0%		－		－		－



				時点 ジテン		12/31/19		PwC評価 ヒョウカ		下限 カゲン		上限 ジョウゲン		中間（切捨） チュウカン キリス								地域分散 チイキ ブンサン

								龍ヶ崎 リュウガサキ		549.0		677.0		613.0		6.8%						北海道地方 ホッカイドウ チホウ		752		8.8%

								牛久 ウシク		842.0		1,010.0		926.0		10.3%						東北地方 トウホク チホウ		5,815		68.2%

								鹿沼 カヌマ		465.0		584.0		524.5		5.8%						関東地方 カントウ チホウ		1,957		23.0%

								矢吹 ヤブキ		5,551.0		6,714.0		6,132.5		68.0%								8,524

								釧路 クシロ		736.0		903.0		819.5		9.1%

										8,143.0		9,888.0		9,015.5		100.0%						残存調達期間 ザンゾン チョウタツ キカン

																						15年以上 ネンイジョウ		7,076		83.0%

																						15年未満 ネン ミマン		1,448		17.0%

																								8,524

																						買取電気事業者別分散 カイトリ デンキ ジギョウシャ ベツ ブンサン

																						東京電力
エナジーパートナー トウキョウ デンリョク		1,957		23.0%

																						東北電力 トウホク デンリョク		5,815		68.2%

																						北海道電力 ホッカイドウ デンリョク		752		8.8%

																								8,524



地域分散状況（取得価格ベース）





北海道地方	東北地方	関東地方	8.8221492257156267E-2	0.68219145940872827	0.22958704833411545	



残存調達期間状況（取得価格ベース）







15年以上	15年未満	0.83012670107930553	0.1698732989206945	



買取電気事業者別分散状況

（取得価格ベース）







東京電力	
エナジーパートナー	東北電力	北海道電力	0.22958704833411545	0.68219145940872827	8.8221492257156267E-2	





投資口価格

														Y!ファィナンス

								1～20件/97件中

								日付		始値		高値		安値		終値		出来高

								2018/9/27		92,600		92,900		91,700		92,300		3,469

								2018/9/28		92,500		94,900		92,500		92,600		819

								2018/10/1		93,600		94,200		93,100		93,100		180

								2018/10/2		93,700		94,300		93,200		93,800		136

								2018/10/3		93,800		94,500		93,500		93,600		209

								2018/10/4		93,500		93,600		93,000		93,000		351

								2018/10/5		93,000		93,300		92,800		93,100		246

								2018/10/9		93,600		93,600		92,900		93,000		104

								2018/10/10		93,000		93,400		92,800		93,000		175

								2018/10/11		92,500		92,800		91,500		91,800		853

								2018/10/12		91,800		92,100		91,700		91,700		511

								2018/10/15		92,000		93,000		92,000		92,200		277

								2018/10/16		92,000		92,600		92,000		92,100		383

								2018/10/17		92,600		92,900		91,400		91,600		458

								2018/10/18		91,600		92,200		91,400		91,500		368

								2018/10/19		92,300		92,300		91,100		91,800		347

								2018/10/22		92,100		92,100		91,300		91,500		113

								2018/10/23		91,700		92,000		91,300		91,300		152

								2018/10/24		91,400		92,100		91,400		92,000		204

								2018/10/25		91,300		91,600		91,000		91,000		504

								2018/10/26		91,100		91,300		90,600		90,900		331

								2018/10/29		91,000		91,000		90,000		90,000		197

								2018/10/30		89,100		90,100		88,300		88,300		702

								2018/10/31		88,500		88,800		88,100		88,100		376

								2018/11/1		88,300		88,600		88,000		88,000		242

								2018/11/2		88,300		88,600		88,200		88,600		144

								2018/11/5		89,300		89,300		88,400		88,900		158

								2018/11/6		90,200		90,200		88,400		88,600		329

								2018/11/7		88,600		89,000		88,300		88,300		132

								2018/11/8		88,400		88,600		88,300		88,400		230

								2018/11/9		88,300		88,300		88,100		88,100		423

								2018/11/12		88,200		88,500		88,100		88,200		96

								2018/11/13		88,200		88,300		87,900		88,100		255

								2018/11/14		88,000		88,300		88,000		88,000		162

								2018/11/15		88,200		88,300		88,100		88,300		54

								2018/11/16		88,200		88,400		88,000		88,000		79

								2018/11/19		88,000		88,300		88,000		88,100		116

								2018/11/20		88,300		88,500		88,200		88,300		87

								2018/11/21		88,000		88,100		87,700		87,700		285

								2018/11/22		87,700		87,700		87,100		87,100		363

								2018/11/26		87,000		87,000		85,700		85,700		619

								2018/11/27		85,700		86,000		85,300		85,600		443

								2018/11/28		85,600		87,100		85,600		86,100		589

								2018/11/29		87,900		87,900		86,100		86,500		242

								2018/11/30		86,500		86,500		85,500		85,800		493

								2018/12/3		85,900		86,000		85,200		85,200		579

								2018/12/4		85,300		85,400		85,100		85,200		358

								2018/12/5		85,200		85,500		84,700		84,700		562

								2018/12/6		84,600		84,700		84,300		84,300		465

								2018/12/7		84,300		84,400		84,000		84,300		413

								2018/12/10		84,400		84,400		83,900		84,100		272

								2018/12/11		83,800		83,900		82,400		82,400		1,044

								2018/12/12		82,900		83,200		82,800		83,000		428

								2018/12/13		83,200		84,300		83,200		84,200		166

								2018/12/14		84,100		84,500		83,600		84,000		171

								2018/12/17		84,500		86,000		84,100		85,700		247

								2018/12/18		85,200		85,800		84,700		84,700		266

								2018/12/19		84,600		84,900		84,300		84,300		217

								2018/12/20		84,300		84,500		83,100		83,700		496

								2018/12/21		83,400		83,400		82,500		82,700		717

								2018/12/25		82,000		82,400		81,500		82,300		1,234

								2018/12/26		82,300		83,800		82,000		82,400		421

								2018/12/27		83,700		84,000		83,300		84,000		338

								2018/12/28		83,900		83,900		83,400		83,700		71

								2019/1/4		84,000		84,500		83,700		84,400		123

								2019/1/7		85,000		86,300		84,600		84,700		234

								2019/1/8		86,200		86,300		85,900		86,100		152

								2019/1/9		86,200		86,400		86,000		86,200		188

								2019/1/10		86,700		86,700		86,000		86,200		120

								2019/1/11		86,200		86,700		86,200		86,200		146

								2019/1/15		86,900		87,000		86,300		86,900		137

								2019/1/16		87,000		87,000		86,300		86,900		271

								2019/1/17		87,000		87,000		86,200		87,000		217

								2019/1/18		86,800		87,000		86,500		86,600		144

								2019/1/21		87,100		87,100		86,600		87,000		146

								2019/1/22		87,100		87,100		86,800		86,800		69

								2019/1/23		86,700		87,300		86,700		87,000		128

								2019/1/24		87,300		87,300		86,600		86,800		131

								2019/1/25		87,300		87,500		86,800		87,000		129

								2019/1/28		87,000		88,000		87,000		87,900		158

								2019/1/29		88,100		88,400		87,900		88,400		119

								2019/1/30		88,200		88,800		88,000		88,300		285

								2019/1/31		88,600		88,700		88,400		88,700		165

								2019/2/1		88,500		88,700		88,500		88,600		46

								2019/2/4		88,800		88,900		88,600		88,800		76

								2019/2/5		88,800		88,800		88,400		88,600		104

								2019/2/6		88,700		88,700		88,500		88,600		44

								2019/2/7		88,700		88,700		87,600		88,400		156

								2019/2/8		88,100		88,600		87,100		87,700		179

								2019/2/12		87,700		88,400		87,000		87,800		96

								2019/2/13		87,700		88,400		87,000		87,600		148

								2019/2/14		87,600		87,600		86,500		86,600		173

								2019/2/15		86,400		87,700		86,100		86,300		248

								2019/2/18		86,000		86,600		85,900		85,900		414

								2019/2/19		86,200		86,900		86,000		86,400		174

								2019/2/20		86,400		86,800		86,000		86,600		44

								2019/2/21		86,700		86,800		85,900		86,200		291

								2019/2/22		86,200		86,400		85,900		86,200		80

								2019/2/25		87,800		90,800		87,600		88,700		1,709

								2019/2/26		89,100		90,300		89,100		90,200		417

								2019/2/27		90,600		91,500		90,400		90,800		380

								2019/2/28		91,300		91,500		90,000		90,300		770

								2019/3/1		91,000		91,000		89,900		90,100		142

								2019/3/4		91000		91000		90500		90,800		84

								2019/3/5		90500		90900		90300		90,500		106

								2019/3/6		90500		90700		90000		90,400		90

								2019/3/7		90100		90900		90100		90,600		59

								2019/3/8		90700		90900		90300		90,600		66

								2019/3/11		90600		90800		90400		90,800		47

								2019/3/12		90800		91000		90600		90,900		49

								2019/3/13		91000		91000		90600		91,000		147

								2019/3/14		91000		91700		91000		91,700		76

								2019/3/15		91200		91900		91200		91,900		77

								2019/3/18		92000		93100		92000		92,800		145

								2019/3/19		93000		94100		93000		93,400		206

								2019/3/20		94000		94500		93700		94,500		105

								2019/3/22		95000		95600		95000		95,500		164

								2019/3/25		97000		97200		96200		96,600		296

								2019/3/26		96900		96900		96000		96,700		319

								2019/3/27		96900		96900		96100		96,500		321

								2019/3/28		96800		96800		96200		96,800		305

								2019/3/29		96900		97100		96500		97,100		397

								2019/4/1		97200		97200		96600		96,600		284

								2019/4/2		96700		97000		96000		96,000		247

								2019/4/3		96900		97000		96400		97,000		115

								2019/4/4		96500		97000		96300		96,300		272

								2019/4/5		96600		96900		96300		96,900		55

								2019/4/8		96900		97000		96600		97,000		189

								2019/4/9		96900		96900		96400		96,600		225

								2019/4/10		97000		97000		96000		96,300		304

								2019/4/11		96600		96600		96100		96,300		151

								2019/4/12		96500		96500		96000		96,100		254

								2019/4/15		96100		96400		95900		96,300		94

								2019/4/16		96600		96700		96400		96,600		79

								2019/4/17		96600		96800		96500		96,800		217

								2019/4/18		96600		96800		96100		96,200		210

								2019/4/19		96300		96600		96300		96,300		55

								2019/4/22		96900		96900		96300		96,500		168

								2019/4/23		96800		96900		96000		96,900		297

								2019/4/24		96900		96900		96300		96,900		161

								2019/4/25		96900		97000		96700		96,900		134

								2019/4/26		97000		97100		96700		97,100		247

								2019/5/7		97200		97400		96400		97,300		185

								2019/5/8		97000		97100		96600		97,000		244

								2019/5/9		97000		97500		96800		97,100		117

								2019/5/10		96800		97100		96800		96,800		222

								2019/5/13		97100		97300		96800		97,100		204

								2019/5/14		97100		97100		96500		97,000		316

								2019/5/15		96900		97100		96900		96,900		117

								2019/5/16		97300		97300		97000		97,000		108

								2019/5/17		97300		97500		97200		97,200		159

								2019/5/20		97500		97600		97100		97,600		196

								2019/5/21		97600		98000		97200		98,000		250

								2019/5/22		98300		98300		97500		97,800		263

								2019/5/23		97900		98000		97500		97,800		257

								2019/5/24		97800		98200		97800		98,200		151

								2019/5/27		98400		98700		98000		98,300		247

								2019/5/28		98500		98700		98200		98,600		278

								2019/5/29		98600		98900		98500		98,700		351

								2019/5/30		98800		99300		98700		99,000		440

								2019/5/31		99100		99300		98400		98,400		476

								2019/6/3		98400		98900		98100		98,400		145

								2019/6/4		98200		98700		98200		98,500		154

								2019/6/5		98400		98900		98300		98,400		269

								2019/6/6		98400		98900		98400		98,900		117

								2019/6/7		98600		99100		98600		99,100		247

								2019/6/10		99300		99600		99100		99,300		546

								2019/6/11		99500		99600		99100		99,200		298

								2019/6/12		99300		99700		99300		99,600		345

								2019/6/13		99000		99300		98000		98,600		979

								2019/6/14		99000		99300		98900		99,000		322

								2019/6/17		99400		99500		99000		99,400		262

								2019/6/18		99700		99700		99200		99,500		456

								2019/6/19		99600		99600		99200		99,600		370

								2019/6/20		99300		99600		99200		99,600		370

								2019/6/21		99500		99600		99400		99,600		449

								2019/6/24		99500		100000		99300		99,800		470

								2019/6/25		99500		100000		99400		99,400		457

								2019/6/26		96000		97000		95900		96,300		921

								2019/6/27		96900		97200		96500		96,900		295

								2019/6/28		98000		98000		96600		96,800		368

								2019/7/1		96900		97400		96900		97,200		179

								2019/7/2		97600		97600		97200		97,500		261

								2019/7/3		97800		98100		97200		97,300		187

								2019/7/4		97600		97600		97000		97,400		350

								2019/7/5		97500		97600		97200		97,500		186

								2019/7/8		97200		97900		97200		97,900		160

								2019/7/9		97900		97900		97500		97,800		84

								2019/7/10		97900		98200		97500		97,500		234

								2019/7/11		98000		98100		97700		98,100		40

								2019/7/12		97700		98000		97600		98,000		121

								2019/7/16		98200		98200		97800		97,900		181

								2019/7/17		97700		97900		97600		97,900		89

								2019/7/18		97900		97900		97200		97,200		205

								2019/7/19		97200		97900		97200		97,300		63

								2019/7/22		97800		97800		97300		97,400		77

								2019/7/23		97300		97500		97200		97,400		84

								2019/7/24		97200		97600		97200		97,500		60

								2019/7/25		97500		97800		97500		97,800		105

								2019/7/26		97500		98000		97500		98,000		183

								2019/7/29		98000		98100		97400		97,800		175

								2019/7/30		97600		98000		97400		97,700		125

								2019/7/31		97700		97900		97600		97,800		58

								2019/8/1		97900		98200		97600		98,000		173

								2019/8/2		98000		98000		97600		97,900		73

								2019/8/5		97900		98200		97400		97,500		285

								2019/8/6		97500		98000		97100		97,700		139

								2019/8/7		98100		98100		97100		97,400		171

								2019/8/8		97300		97900		97200		97,400		123

								2019/8/9		97700		97900		97400		97,700		38

								2019/8/13		97700		97800		97600		97,800		49

								2019/8/14		97600		97900		97300		97,500		140

								2019/8/15		97800		97900		97100		97,300		172

								2019/8/16		97800		97900		97400		97,600		116

								2019/8/19		97900		98000		97500		97,800		204

								2019/8/20		98000		98100		97800		98,000		103

								2019/8/21		98000		98500		98000		98,400		225

								2019/8/22		98400		98400		97700		97,900		268

								2019/8/23		97700		98000		97300		97,600		275

								2019/8/26		97300		97500		96500		96,700		645

								2019/8/27		97100		97300		96900		97,200		71

								2019/8/28		97000		97100		96500		96,800		274

								2019/8/29		96800		96800		96400		96,500		209

								2019/8/30		96800		96800		96400		96,500		152

								2019/9/2		96600		96900		96600		96,700		108

								2019/9/3		97200		98300		96900		98,000		360

								2019/9/4		98000		100200		98000		99,000		470

								2019/9/5		99000		100200		98700		99,600		516

								2019/9/6		99500		100000		99300		100,000		148

								2019/9/9		99800		100000		99600		99,900		218

								2019/9/10		99900		100500		99600		100,000		349

								2019/9/11		100200		100500		99200		99,300		261

								2019/9/12		99400		100000		98800		99,700		308

								2019/9/13		99700		100500		99600		99,900		440

								2019/9/17		100200		100200		100000		100,200		172

								2019/9/18		100200		100400		99900		99,900		322

								2019/9/19		100300		100300		100000		100,300		228

								2019/9/20		100400		100500		100100		100,400		401

								2019/9/24		100300		101000		100300		100,800		279

								2019/9/25		101100		102000		100800		102,000		310

								2019/9/26		102000		103500		102000		103,400		292

								2019/9/27		103400		104300		103100		103,700		232

								2019/9/30		103700		104800		102400		103,000		259

								2019/10/1		103500		104000		102600		103,500		215

								2019/10/2		104000		104400		103500		103,900		142

								2019/10/3		103900		104700		103800		104,700		86

								2019/10/4		104700		107100		104700		105,900		376

								2019/10/7		107100		108100		106500		108,000		342

								2019/10/8		108100		109000		108000		108,900		441

								2019/10/9		108300		110200		108200		109,900		456

								2019/10/10		110400		111100		109700		109,900		444

								2019/10/11		109700		110000		108500		108,600		773

								2019/10/15		107500		110700		107500		108,100		401

								2019/10/16		107900		109700		107900		108,700		311

								2019/10/17		108700		109400		108000		108,500		159

								2019/10/18		109000		109000		107900		108,300		187

								2019/10/21		108400		109000		108400		109,000		109

								2019/10/23		109700		110800		109500		110,000		326

								2019/10/24		110200		110900		109600		110,600		120

								2019/10/25		111000		111100		109700		110,200		370

								2019/10/28		110300		111400		110300		111,000		189

								2019/10/29		111400		112200		111400		112,100		334

								2019/10/30		112500		112900		111500		112,100		327

								2019/10/31		113500		114000		112100		113,600		431

								2019/11/1		114600		116000		114500		115,900		277

								2019/11/5		118100		120000		117600		118,700		566

								2019/11/6		119900		120800		114600		116,300		732

								2019/11/7		113200		114800		110600		111,000		1018

								2019/11/8		111000		111700		105000		105,600		1695

								2019/11/11		104300		109500		103400		108,300		712

								2019/11/12		112000		112700		109500		109,600		420

								2019/11/13		108300		108800		106600		108,400		312

								2019/11/14		107200		110400		107000		110,000		241

								2019/11/15		111400		112700		110500		110,600		312

								2019/11/18		111600		112300		110700		112,200		214

								2019/11/19		113200		114900		112500		114,700		480

								2019/11/20		114800		114900		112300		113,700		315

								2019/11/21		113300		113500		111800		112,400		219

								2019/11/22		113100		113300		111600		112,000		181

								2019/11/25		112400		113000		111700		111,700		156

								2019/11/26		111800		113700		111800		113,300		172

								2019/11/27		113300		113300		112100		113,100		166

								2019/11/28		113100		114500		112900		113,400		222

								2019/11/29		113800		113900		112200		112,400		186

								2019/12/2		112800		113100		110700		111,100		489

								2019/12/3		111000		114000		110900		113,200		425

								2019/12/4		113000		113800		112700		113,600		112

								2019/12/5		113900		114000		112700		113,600		278

								2019/12/6		113800		113900		113500		113,800		155

								2019/12/9		113800		113900		113000		113,500		227

								2019/12/10		113100		114100		113100		113,900		382

								2019/12/11		113900		114300		113300		113,800		96

								2019/12/12		113400		114100		113400		114,000		154

								2019/12/13		114100		114100		112800		112,900		405

								2019/12/16		112800		113400		112800		113,400		48

								2019/12/17		113400		114000		113100		113,300		256

								2019/12/18		113500		113500		112800		113,200		360

								2019/12/19		113200		113400		113200		113,200		196

								2019/12/20		111600		111700		110000		110,300		1103

								2019/12/23		106400		106400		103200		103,900		2495

								2019/12/24		103000		104500		103000		103,200		737

								2019/12/25		103900		104200		103500		104,100		327

								2019/12/26		104000		105600		103500		103,800		700

								2019/12/27		102600		104200		102600		103,800		344

								2019/12/30		104100		104500		103800		103,900		238

								2020/1/6		104600		104600		103700		104,000		377

								2020/1/7		105100		105100		104500		105,000		154

								2020/1/8		105100		107000		105100		105,500		468

								2020/1/9		107200		107200		105600		106,500		110

								2020/1/10		107200		108800		106700		107,700		180

								2020/1/14		107700		108300		106700		107,800		364

								2020/1/15		108400		108700		108000		108,000		169

								2020/1/16		110000		110000		108100		108,800		145

								2020/1/17		108800		108900		108200		108,700		317

								2020/1/20		108700		108700		108300		108,300		104

								2020/1/21		108300		109000		108300		108,600		144

								2020/1/22		108600		108700		108500		108,600		67

								2020/1/23		108300		108500		108000		108,000		113

								2020/1/24		107700		107700		105400		106,000		344

								2020/1/27		106300		106400		102100		102,100		488

								2020/1/28		103300		105600		102700		104,800		316

								2020/1/29		105000		105500		104900		105,000		117

								2020/1/30		105400		105400		104400		104,400		74

								2020/1/31		104400		104900		104400		104,900		167

								2020/2/3		103500		103600		102400		103,400		259

								2020/2/4		103500		104000		103400		103,900		249

								2020/2/5		104000		104000		103000		103,300		195

								2020/2/6		103500		103700		103300		103,700		257

								2020/2/7		103700		103700		103300		103,300		91

								2020/2/10		103500		103700		103200		103,400		153

								2020/2/12		103700		103900		103300		103,900		102

								2020/2/13		103700		104900		103700		104,700		180

								2020/2/14		103900		104600		103800		104,200		244

								2020/2/17		104500		104900		104100		104,300		97

								2020/2/18		104200		104200		103800		103,900		60

								2020/2/19		103700		104100		103700		104,100		23

								2020/2/20		105000		105000		104400		104,700		430

								2020/2/21		104,600		105,600		104,600		105,600		287
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大口投資主

						氏名又は名称 シメイ マタ メイショウ		所有投資口数（口） ショユウ トウシ クチ スウ クチ		保有比率 ホユウ ヒリツ

				1		株式会社アドバンテック カブシキガイシャ		2,235		4.85%				4.855%

				2		大和信用金庫		1,500		3.25%				3.258%

				3		個人 コジン		1,200		2.60%				2.606%

				4		株式会社福邦銀行 カブシキガイシャ フクホウ ギンコウ		980		2.12%				2.129%

				5		岡崎信用金庫 オカザキ		928		2.01%				2.016%

				6		個人 コジン		597		1.29%				1.297%

				7		九州ひぜん信用金庫		553		1.20%				1.201%

				8		個人 コジン		535		1.16%				1.162%

				9		株式会社福岡銀行 カブシキガイシャ フクオカ ギンコウ		470		1.02%				1.021%

				10		CACEIS BANK FOR CA SA/CAT-CL 3RD PARTY		450		0.97%				0.977%

						合計 ゴウケイ		9,448		20.52%				20.522%

						ALL		46,039





投資主シェア

						reserved-43646x1F										reserved-43465x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				投資口数 トウシ クチ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		80.3%				■		個人・その他 コジン タ		37,350口		81.1%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		9.1%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		3,928口		8.5%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		9.6%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,621口		10.0%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		1.0%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		140口		0.3%

						計 ケイ		46,039口		100.0%						計 ケイ		46,039口		100.0%





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				投資主数 トウシ ヌシ スウ		比率 ヒリツ

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		97.5%				■		個人・その他 コジン タ		4,041名		97.6%

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		0.4%				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		17名		0.4%

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		1.8%				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		72名		1.7%

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		0.3%				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		10名		0.2%

						計 ケイ		4,531名		100.0%						計 ケイ		4,140名		100.0%



						reserved-43830x1F

						ALL		46,039		OK





				所有者別投資口数 ショユウシャ ベツ トウシ クチ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		36,983口		34,250口		▲ 2,733口

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		4,180口		6,632口		2,452口

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		4,415口		4,283口		▲ 132口

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		461口		874口		413口

						計 ケイ		46,039口		46,039口		0口





				所有者別投資主数 ショユウシャ ベツ トウシ ヌシ スウ				19年6月期 ネン ツキ キ		19年12月期 ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

				■		個人・その他 コジン タ		4,416名		4,426名		10名

				■		金融機関（証券会社含む） キンユウ キカン ショウケン ガイシャ フク		20名		23名		3名

				■		その他国内法人 タ コクナイ ホウジン		82名		82名		0名

				■		外国法人等 ガイコク ホウジン トウ		13名		17名		4名

						計 ケイ		4,531名		4,548名		17名





借入状況

				reserved-43830x1F

				区分		借入先		残高
(百万円)		利率		借入日		返済期限		摘要

				長期		株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社中国銀行
株式会社足利銀行
株式会社徳島銀行
株式会社伊予銀行
株式会社高知銀行 カブシキガイシャ アシカガ ギンコウ		4,933		0.70136%		reserved-43374x1F		reserved-47026x1F		無担保
無保証

						合計 ゴウケイ		4,933		－		－		－		－

								返済後残高 ヘンサイ ゴ ザンダカ								2018/12期
実績 キ ジッセキ		2019/6期
実績 キ ジッセキ		2019/12期
実績 キ ジッセキ		2020/6期
予想 キ ヨソウ		2020/12期
予想 キ ヨソウ		2021/6期
予想 キ ヨソウ

						新生 シンセイ		1,237,628,940		25.1%						57.7%		53.2%		53.5%		52.3%		52.0%		51.2%

						SMBC		1,237,628,940		25.1%

						中国 チュウゴク		934,765,064		18.9%

						足利 アシカガ		542,163,736		11.0%

						徳島 トクシマ		467,382,533		9.5%

						伊予 イヨ		280,429,520		5.7%

						高知 コウチ		233,691,267		4.7%

								4,933,690,000		100.00%



ＬＴＶ推移



[値]



[値]
[値]

2018/12期	
実績	2019/6期	
実績	2019/12期	
実績	2020/6期	
予想	2020/12期	
予想	2021/6期	
予想	0.57699999999999996	0.53200000000000003	0.53500000000000003	0.52300000000000002	0.52	0.51200000000000001	




賃貸事業収支

				201912期 キ														（円） エン																				（千円） セン エン

						賃貸事業収入比率 チンタイ ジギョウ シュウニュウ ヒリツ		6.85%		11.13%		6.16%		66.19%		9.66%

								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										TI龍ヶ崎
太陽光発電所 リュウガサキ タイヨウコウ ハツデン ショ		TI牛久
太陽光発電所 ウシク		TI鹿沼
太陽光発電所 カヌマ		TI矢吹
太陽光発電所 ヤブキ		TI釧路
太陽光発電所 クシロ		合計 ゴウケイ

								第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期										第2期		第2期		第2期		第2期		第2期		第2期

								2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～										2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～		2018年7月1日～

								reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F										reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F		reserved-43465x1F

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入																				再エネ発電設備等の賃貸収入

						最低保証賃料		24,311,778		38,740,878		22,396,728		240,882,264		33,026,988		359,358,636								最低保証賃料		24,311		38,740		22,396		240,882		33,026		359,358

						実績連動賃料		611,282		1,760,828		－		－		2,142,579		4,514,689								実績連動賃料		611		1,760		－		－		2,142		4,514

						付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27,745		－		－		27,745								付帯収入 フタイ シュウニュウ		－		－		27		－		－		27

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A）		24,923,060		40,501,706		22,424,473		240,882,264		35,169,567		363,901,070								賃貸収入（小計A）		24,923		40,501		22,424		240,882		35,169		363,901

						比率 ヒリツ		6.8%		11.1%		6.2%		66.2%		9.7%		100.00%								比率 ヒリツ		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.10%								6.5		10.6		6.1		66.6		10.2		100

				再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用																				再エネ発電設備等の賃貸費用

						公租公課		1,812,000		2,796,000		1,722,000		18,331,000		3,296,000		27,957,000								公租公課		1,812		2,796		1,722		18,331		3,296		27,957

						修繕費		36,200		127,540		535,000		1,695,000		108,000		2,501,740								修繕費		36		127		535		1,695		108		2,501

						保険料		203,868		343,102		224,966		2,508,865		364,043		3,644,844								保険料		203		343		224		2,508		364		3,644

						減価償却費		10,841,064		17,512,620		11,403,761		122,745,096		16,020,294		178,522,835								減価償却費		10,841		17,512		11,403		122,745		16,020		178,522

						支払地代				933,671		1,156,910		2,273,630		641,148		5,005,359								支払地代		－		933		1,156		2,273		641		5,005

						信託報酬		500,510		499,276		498,504		601,104		510,284		2,609,678								信託報酬		500		499		498		601		510		2,609

						その他賃貸費用		3,200		3,700		3,800		4,100		3,800		18,600								その他賃貸費用		3		3		3		4		3		18

						再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B）		13,396,842		22,215,909		15,544,941		148,158,795		20,943,569		220,260,056								賃貸費用（小計B）		13,396		22,215		15,544		148,158		20,943		220,260

				再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526,218		18,285,797		6,879,532		92,723,469		14,225,998		143,641,014						再エネ発電設備等賃貸事業損益（A-B）				11,526		18,285		6,879		92,723		14,225		143,641

						NOI		22,367,282		35,798,417		18,283,293		215,468,565		30,246,292		322,163,849								NOI		22,367		35,798		18,283		215,468		30,246		322,163

						固都税・償却除く費用 コトゼイ ショウキャク ノゾ ヒヨウ		743,778		1,907,289		2,419,180		7,082,699		1,627,275		192,303,056



								龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ										龍ヶ崎 リュウガサキ		牛久 ウシク		鹿沼 カヌマ		矢吹 ヤブキ		釧路 クシロ		合計 ゴウケイ

						信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ		444,578,959		738,448,987		487,927,413		5,278,039,359		744,943,707		7,693,938,425								信託機械装置 シンタク キカイ ソウチ

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(26,998,710)		(43,781,550)		(28,478,250)		(306,862,740)		(40,050,735)		(446,171,985)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン		495,000				197,800						692,800								信託工具器具備品 シンタク コウグ キグ ビヒン

						減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク		(48,510)				(26,998)						(75,508)								減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイ ガク

						信託土地 シンタク トチ		141,209,730		150,678,208				602,391,670				894,279,608								信託土地 シンタク トチ

						信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ												0								信託建設仮勘定 シンタク ケンセツ カリカンジョウ

				有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				559,236,469		845,345,645		459,619,965		5,573,568,289		704,892,972		8,142,663,340						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン

						信託借地権 シンタク シャクチケン		-		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037								信託借地権 シンタク シャクチケン

				無形固定資産 ムケイ コテイ シサン				0		20,406,981		43,936,482		17,558,613		30,166,961		112,069,037						無形固定資産 ムケイ コテイ シサン

						合計 ゴウケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								合計 ゴウケイ



						設備部分 セツビ ブ フン		418,026,739		694,667,437		459,619,965		4,971,176,619		704,892,972		7,248,383,732								設備部分 セツビ ブ フン

						不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン		141,209,730		171,085,189		43,936,482		619,950,283		30,166,961		1,006,348,645								不動産部分（土地・借地権） フドウサン ブブン トチ シャクチケン

						計 ケイ		559,236,469		865,752,626		503,556,447		5,591,126,902		735,059,933		8,254,732,377								計 ケイ

						NOI利回り リマワ		11.8%		12.2%		11.7%		12.0%		12.5%		12.0%

						NCF利回り リマワ		7.9%		8.2%		7.2%		7.6%		8.2%		7.7%

		期初 キショ				7/1/19

		期末 キマツ				12/31/19

		日数 ニッスウ				184



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&9&Z&F
&D　　&T




残存期間

																										Y		M		D

				取得予定日 シュトク ヨテイビ				9/27/18																基準日 キジュンビ		2019		12		31



				物件番号		物件名称		認定日		供給開始日		調達期間								残存調達		調達価格（注5）

								（注1）		（注2）		満了日		分解 ブンカイ						期間												当年度 トウ ネンド		終期年度 シュウキ ネンド								基準日月 キジュンビ ヅキ		終期月 シュウキ ツキ

												（注3）		Y		M		D		（注4）										年数 ネンスウ		残存月数 ザンゾン ツキ スウ		月数 ツキ スウ		

Hidechika_Mayama: 始期月と終期月の合計月数を算出
		

Hidechika_Mayama: 12か月を超える場合は、12を引く		修正年数 シュウセイ ネンスウ		残存日数 ザンゾン ニッスウ		残存日数 ザンゾン ニチ スウ		合計 ゴウケイ		修正月数 シュウセイ ツキスウ		満了前月末 マンリョウ ゼンゲツ マツ

				1		TI龍ヶ崎太陽光発電所		reserved-41564x1F		reserved-41757x1F		reserved-49061x1F		2034		4		27		15年7か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		3		3		3		14.0				27		27		4.0		reserved-49034x1F

				2		TI牛久太陽光発電所		reserved-41624x1F		reserved-41942x1F		reserved-49246x1F		2034		10		29		16年1か月		36円/kWh				2020		2034		14		0		9		9		9		14.0				29		29		10.0		reserved-49217x1F

				3		TI鹿沼太陽光発電所		reserved-41604x1F		reserved-42061x1F		reserved-49365x1F		2035		2		25		16年5か月		36円/kWh				2020		2035		15		0		1		1		1		15.0				25		25		2.0		reserved-49340x1F

				4		TI矢吹太陽光発電所		reserved-41306x1F		reserved-42088x1F		reserved-49392x1F		2035		3		24		16年6か月		40円/kWh				2020		2035		15		0		2		2		2		15.0				24		24		3.0		reserved-49368x1F

				5		TI釧路太陽光発電所		reserved-41407x1F		reserved-42706x1F		reserved-50010x1F		2036		12		1		18年2か月		36円/kWh				2020		2036		16		0		11		11		11		16.0				1		1		11.0		reserved-50009x1F								分解 ブンカイ

																																								888.0								30.0						15.3		年 ネン		0.3		年 ネン

				（注1）「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について改正前の再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各取得予定資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされています。

				（注2）「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転（試運転を除きます。）を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。																																																												分解 ブンカイ

				（注3）「調達期間満了日」は、各取得予定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。																																																月ベース変換 ツキ ヘンカン		15		年 ネン		3.6		か月 ツキ				3.0		0.6

				（注4）「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、当該資産の取得予定日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げで算出しています。

				（注5）「調達価格」は、各取得予定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。																																														平均残存調達期間 ヘイキン ザンゾン チョウタツ キカン				15		年 ネン		4		か月 ツキ

















































































































































































































































































































































































制度動向

						制度の趣旨		2020年1月末日までの状況		制度の導入予定

				導管性 ドウカン セイ		一定の要件を満たした投資法人について、配当等の額を損金の額に算入することが可能となり、実質的に法人税が非課税となる仕組み。		現行は、再生可能エネルギー発電設備の取得期限が2020年3月31日までとされているが、2019年12月20日公表された「令和2年度税制改正の大綱」において、取得期限の３年延長が明記された。 ゲンコウ サイセイ カノウ ハツデン セツビ シュトク キゲン ネン ツキ ニチ ネン ツキ ニチ コウヒョウ レイワ ネン ド ゼイセイ カイセイ タイコウ シュトク キゲン ネン エンチョウ メイキ		－

				発電側
基本料金		送配電網の利用料金として、小売電気事業者が販売した電気の量に応じて託送料金を負担しているが、系統利用者である発電事業者側にも受益に応じた費用負担を求めようとするもの。		FIT価格が29円以上の太陽光発電については調整措置の対象外とすることが提案されたが、調達価格等算定委員会において、一定の調整措置が設けられる方向で議論されている。		2023年度から導入される予定(2020年度内に方針決定、2022年度末までにシステム構築)。 ドウニュウ ヨテイ

				廃棄等費用の確保 カクホ		太陽光発電設備の廃棄等費用について、積立が義務化されているものの実施率が低いことから、積立を確実にしようとするもの。		2019年12月、パネル出力容量に応じた積立が望ましいとしながらも第三者機関が管理する外部積立における徴収システムの問題から売電量に応じた積立とすること、及び上場インフラファンド等においては内部積立を選択できることが提案され、2020年1月にパブリックコメントが募集された。		2022年度に導入される予定。 ドウニュウ ヨテイ





パイプライン



						No.		所在地		運転開始年月		パネル出力（kW）		調達価格 チョウタツ カカク				パネル出力（kW）

				運営中		1		鳥取県米子市		41426		1,764 kW		40円/kWh				1,764.00		40

						2		徳島県美馬市		41791		1,470 kW		36円/kWh				1,470.00		36

						3		福島県南相馬市		42064		1,164 kW		36円/kWh				1,164.80		36

						4		茨城県鉾田市		42064		2,399 kW		40円/kWh				2,399.04		40

						5		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						6		福島県相馬市		42309		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						7		福島県相馬市		42430		1,528 kW		36円/kWh				1,528.80		36

						8		福島県相馬市		42430		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						9		愛媛県北宇和郡		42430		2,374 kW		36円/kWh				2,374.40		36

						10		北海道根室市		2016年3月（2号）		2,984 kW		36円/kWh				2,984.80		36

										2016年7月（1、3、4、5号）								0.00

						11		北海道室蘭市		42461		2,038 kW		36円/kWh				2,038.40		36

						12		岡山県新見市		42522		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						13		愛媛県南宇和郡		42583		1,310 kW		32円/kWh				1,310.40		32

						14		北海道標津郡		42675		1,223 kW		36円/kWh				1,223.04		36

						15		北海道川上郡		42795		1,262 kW		40円/kWh				1,262.10		40

						16		岡山県赤磐市		42795		2,446 kW		36円/kWh				2,446.08		36

						17		鹿児島県霧島市		42979		17,140 kW		40円/kWh				17,140.20		40

						18		岡山県岡山市		43040		2,116 kW		36円/kWh				2,116.80		36

						19		北海道上川郡		43070		2,371 kW		40円/kWh				2,371.20		40

						20		岡山県岡山市		43101		2,043 kW		36円/kWh				2,043.36		36

						21		北海道阿寒郡		43160		6,026 kW		36円/kWh				6,026.40		36

						22		北海道根室市		43497		1,694 kW		21円/kWh				1,694.00		21

				開発中		23		福島県南相馬市		2020年5月予定		31,839 kW		36円/kWh				31,839.06		36

						24		高知県四万十市		2021年6月予定		36,000 kW		36円/kWh				36,000.00		36



				アドバンテック資料を基に、本資産運用会社作成

				2019年12月31日現在、上記各物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資 基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人が上記各物件を取得する保証はありません。

				上記各物件のうち未稼働（開発中）のものに係る運転開始年月及び発電出力については、あくまで2019年12月31日現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転開始されず、また、上記の 発電出力による運転が困難となる可能性があります。

																								調達価格 チョウタツ カカク		パネル出力（kW）

																								40.0		24,937 kW

																								36.0		101,817 kW

																								32.0		1,310 kW

																								21.0		1,694 kW

																								計 ケイ		129,758 kW

																										129,758.16





超過分配規程

				継続的
利益超過分配金 ケイゾクテキ リエキ チョウカ ブンパイキン		原則として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の30%を上限とする。

				一時的
利益超過分配金 イチジテキ		・新投資口発行等の資金調達
・大規模修繕・点検等
・地震・風水害等の自然災害
・火災等の事故
・想定外の天候不順
・出力制御による売電収入の減少
・訴訟和解金の支払
・設備の売却損の発生
・その他の一時的要因
により、1口当たり分配金の分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行うことができる。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、継続的な利益超過分配の分配額と合わせて60％を上限とする。





他社比較

						2016年		2017年		2017年		2018年		2018年		2019年		2019年

				タカラ		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期		5月期		11月期

				ALL		¥3,121		¥3,021		¥3,586		¥3,976		¥3,871		¥3,826

				利益 リエキ		¥3,121		¥3,021		¥3,123		¥3,512		¥3,521		¥3,492

				資本払戻 シホン ハラ モド						¥463		¥464		¥350		¥334

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						412		452		566		566

				割合 ワリアイ						13%		12%		8%		8%

				いちご				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ				6月期 ツキ キ

				ALL				¥2,139				¥4,226				¥3,865

				利益 リエキ				¥869				¥2,046				¥1,680

				資本払戻 シホン ハラ モド				¥1,270				¥2,180				¥2,185

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				326				636				636

				割合 ワリアイ				40%				35%				35%

				ＲＪ						7月期		1月期		7月期		1月期

				ALL						¥476		¥3,258		¥3,249		¥3,272

				利益 リエキ								¥1,913		¥1,917		¥1,753

				一時差異 イチジ サイ						¥476		¥789				¥118

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥556		¥1,332		¥1,401

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ								173		278		406

				割合 ワリアイ								13%		33%		33%

				ＣＳ								6月期 ツキ キ		12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL								¥2,350		¥3,600		¥3,650

				利益 リエキ								¥1,542		¥1,783		¥3,073

				資本払戻 シホン ハラ モド								¥808		¥1,817		¥577

				減価償却費百万円 ゲンカ ショウキャク ヒ ヒャクマンエン								743		713		813

				割合 ワリアイ								20%		59%		16%

				東京インフラ トウキョウ										12月期 ツキ キ		6月期 ツキ キ

				ALL										¥651		¥4,203

				利益 リエキ										¥0		¥0

				一時差異 イチジ サイ										¥205		¥3,116

				資本払戻 シホン ハラ モド										¥446		¥1,087

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										89		178

				割合 ワリアイ										22%		28%





役員会



						役員会開催状況 ヤクインカイ カイサイ ジョウキョウ



						2017年 ネン						2018年 ネン

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

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		2				20

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ



						2019年 ネン																合計 ゴウケイ

						1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月

				役員会開催回数 ヤクインカイ カイサイ カイスウ		1		2		1		1		1		3		1		2		32																44		64

				杉本執行役員 スギモト シッコウ ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				内藤監督役員 ナイトウ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ

				丸山監督役員 マルヤマ カントク ヤクイン		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ		出席 シュッセキ









概要





								設立 セツリツ				reserved-43018x1F

								上場日 ジョウジョウ ビ				reserved-43370x1F

								証券コード ショウケン				9285

								所在地 ショザイチ				東京都千代田区大手町二丁目１番１号　大手町野村ビル21階 チヨダク オオテマチ ノムラ カイ

								役員 ヤクイン				役　職 ヤク ショク		氏　名 シ ナ		主な兼職等 オモ ケンショク トウ

												執行役員 シッコウ ヤクイン		永森　利彦 ナガモリ トシヒコ		東京ｲﾝﾌﾗｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 代表取締役社長 トウキョウ カブシキガイシャ ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

												監督役員 カントク ヤクイン		内藤　加代子 ナイトウ カヨコ		弁護士法人大江橋法律事務所 カウンセル ベンゴシ ホウジン オオエバシ ホウリツ ジム ショ

																立命館大学法科大学院 非常勤講師 リツメイカン ダイガク ホウカ ダイガクイン ヒジョウキン コウシ

																双日株式会社 社外取締役 ソウジツ カブシキガイシャ シャガイ トリシマリヤク

														丸山　貴生 マルヤマ タカシ ウ		クリフィックス税理士法人　マネージャー ゼイリシ ホウジン

								決算期 ケッサン キ				6月及び12月 ツキ オヨ ツキ

								会計監査人 カイケイ カンサ ニン				太陽有限責任監査法人 タイヨウ ユウゲン セキニン カンサ ホウジン

								投資主名簿等管理人 トウシ ヌシ メイボ トウ カンリニン				三菱UFJ信託銀行株式会社

								資産運用会社 シサン ウンヨウ ガイシャ				東京インフラアセットマネジメント株式会社
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アドバンテックに蓄積されたノウハウの活用事例

 数センチの寸法誤差が、隣接する架台の設置に悪影響を与える傾斜エリアでの工事で、
設計図通りの工事を実現します。

 起伏のある土地であっても造成することなく太陽電池モジュールを配置し、土地環境への負担の
最小化を実現しています。

TI矢吹太陽光発電所：勾配に沿ったモジュール配置
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アドバンテック・グループについて

38



アドバンテック・グループによるまちづくり事業の一例

ホテル・温泉施設

マルシェ・レストラン

住宅

住民農園

地元食材を主に扱い、レストラン
も併設いたします。
災害発生時には、72時間の電

力供給が可能な避難所としての機
能も併せ持ちます。

外来者のためだけではなく、地元の
人にとってもハレの日の楽しみとなる、
心地よい川沿いのホテルを計画します。
温泉施設は日帰りでも利用可能です。
災害発生時には避難所としても利用
することができます。

緑の小径やポケットパークで適切に文
節された住宅街では、コンペで選ばれた
9人の若手建築家の理想の住宅が街
並みをつくります。

マルシェ

つむぐひろば

ホテル・温泉施設

住宅

キッチンカー

愛媛県西条市

糸プロジェクト キッチンカー

通常時はイベントなどに出店。地
元食材を使用した美味しい料理を
提供いたします。
災害発生時には、被災地へ駆け

つけ暖かく「おいしい」料理を提供い
たします。

マルシェとホテル、二つのメインの建
物に囲まれた緑溢れるひろばでは、
屋台やフードトラックなどで賑わうイベ
ントなどを行うことができます。

※今後の開発を含む 39
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正確性および完全性を保証するものではありません。
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