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Tokyo Infrastructure Energy Investment Corporation

投資主の皆様へ
To Our Investors

第2期（2018年12月期）決算ハイライト

Financial Highlights

　投資主の皆様には、平素より東京インフラ・エネルギー投資法人に格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　本投資法人は、2018年9月27日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場し、合計パネ
ル出力20.072ＭＷ、取得価格合計85億24百万円の太陽光発電設備等を取得し、運用を開始
いたしました。このたび上場後初となる第2期（2018年7月1日〜2018年12月31日）の決算を迎
えることができましたのも、ひとえに投資主の皆様のご理解とご支援の賜物であり、心より御礼申
し上げます。
　第2期の業績は、2018年10月1日に資産を取得し実質的な資産運用を開始したことから、運
用期間は約3か月と短く、上場関連費用等の経費負担もあり、営業収益164百万円、営業利益、
43百万円、経常利益19百万円、当期純利益16百万円となりました。
　営業収益については、天候不順の影響等もあり、2018年9月27日付発表の予想を若干下
回ったものの、適切な経費管理により各段階利益については予想を上回りました。この結果、 
1口当たり分配金につきましては、予想を1.7％上回る651円とさせていただきました。
　投資主の皆様におかれましては、今後とも末永くご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

東京インフラ・エネルギー投資法人
執行役員

杉本 啓⼆
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1口当たり予想分配金

第3期（2019年6月期） 3,987円

第4期（2019年12月期） 2,885円

第5期（2020年6月期） 3,890円

1口当たり分配金 651円

営業収益

164百万円

営業利益

43百万円

総資産

10,221百万円

純資産

4,168百万円

1口当たり純資産額

90,546円

経常利益

19百万円

当期純利益

16百万円

項目 2018年
12月期予想

2018年
12月期実績 予想比 達成率

営業収益 168 164 ▲4 98.0%

営業利益 40 43 +3 107.1%

経常利益 15 19 +4 131.8%

当期純利益 14 16 +2 110.3%

1口当たり分配金 640円 651円 +11円 101.7%

（うち利益分配金） 105円 0 ― ―

（うち利益超過分配金） 535円 651円 ― ―

（単位：百万円）
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Tokyo Infrastructure Energy Investment Corporation

Q1 今後の成長戦略について教えて下さい。

　最優先課題は資産規模の拡大です。
2019年1月末日時点でメインスポンサーであ
る株式会社アドバンテックが運営管理又は
開発する物件はパネル出力ベースで合計す
ると約151MWあり、本投資法人はこれらの
物件について優先的売買交渉権を有してい
ることから、メインスポンサーからの物件取得を
メインのパイプラインと位置づけ優先的に取
得する方針です。また、並行してサポート会社
からの物件情報についても適宜情報提供を
いただいていますので、これらのパイプライン

をフル活用し、中期的に総資産1,000億円
の達成を目指します。
　本投資法人は複数のスポンサーとサポート
会社の間で独自の情報ネットワークを持つこ
とが大きな強みですので、これらを通じた第三
者保有物件の取得も行ってまいります。
　長期的な戦略としては、太陽光発電以外
の再生可能エネルギー発電設備（風力発電、
バイオマス発電）の取得、信託スキームを活
用した大規模発電所の部分取得、海外発電
事業への有価証券投資等も行う方針です。

東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長　杉本 啓⼆

Q2 スポンサー、サポート企業について教えて下さい。

　現在、本投資法人は以下6社と提携しています。
　　①株式会社アドバンテック（メインスポンサー）
　　②東京インフラホールディングス株式会社（スポンサー）
　　③あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（スポンサー）
　　④NECネッツエスアイ株式会社（スポンサー）
　　⑤MULエナジーインベストメント株式会社（サポート会社）
　　⑥JFEテクノス株式会社（サポート会社）

　メインスポンサーの株式会社アドバンテッ
クは、1995年に半導体製造装置関連部品
の製造業として創業し、現在は半導体製造
装置メーカー向けの真空配管を供給する「真
空機器事業」、テスト用ウェハ等を販売する

「電子事業」、半導体等に用いられる材料を
販売する「マテリアル事業」、太陽光発電所
等の開発・運営等を行う「サステナブル事業」
を行っています。同社はグループ内で太陽光
発電設備の設計〜運営〜保守を一貫して行
える体制を備えており、全国各地で多数の太
陽光発電事業開発実績があります。同社は
スポンサーサポート契約締結により、同社が
保有する太陽光発電所の優先的売買交渉
権を本投資法人に提供し、物件売却情報の
提供、開発した発電所の一時保有、人材派
遣を含む業務支援等、総合的なサポートをし
ていただいております。
　東京インフラホールディングス株式会社は
本投資法人の資産運用会社である東京イン
フラアセットマネジメント株式会社の持株会
社であり、資産運用会社の業務運営に関す
る助言・各種業務支援を行います。
　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
は、再生可能エネルギー発電事業に係る保
険の取扱いを中心に、再生可能エネルギー

事業に関する豊富な知見があり、リスク管理
ノウハウも高いため、情報交換等をしてまいり
ました。その後、本投資法人の事業への参画
をお願いし、応諾いただきました。今後、同社
は本投資法人の保有物件及びこれから取得
する物件の運営に係るリスクマネジメントに関
する助言を行います。本投資法人の最低保
証賃料は保険により保証されていますが、こ
の保険は本投資法人のために同社が開発し
た業界初の保険商品であり、本投資法人の
サポート体制が生んだ大きな成果の一つです。
　NECネッツエスアイ株式会社は、EPC（設
計・調達・建設）、O&M（運転・保守）における
高い実績とノウハウを有しており、メインスポ
ンサーである株式会社アドバンテックとEPC
に関する業務での繋がりがあったことから、本
投資法人へのサポートをお願いし、応諾いた
だきました。同社は本投資法人の保有物件
及び今後取得する物件に係る技術面での助
言を行います。
　MULエナジーインベストメント株式会社は、
再生可能エネルギー分野におけるトータルソ
リューションを提供する会社であり、様々な物
件売却情報の提供が期待されます。同社と
は物件売却情報の提供に係るパイプライン
サポート契約を締結しています。
　JFEテクノス株式会社は、自社での太陽光
発電事業の他、全国各地の太陽光発電所
におけるEPC、O&M実績がありますので、
MULエナジーインベストメント株式会社と同
様に様々な物件売却情報の提供が期待され
ます。同社とも物件売却情報の提供に係る
パイプラインサポート契約を締結しています。

Top Interview 　トップインタビュー
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トップインタビュー

Top Interview

Q3 最近FIT制度（固定価格買取制度）の変更に関する
　　ニュースをよく聞きますが、投資法人に何か影響はありますか？

　昨年末の2018年12月にFIT制度の変更
（未稼働案件に対する固定買取価格の引き
下げ措置）が決定されました。これは2012年
〜2014年度に認定を受けた事業用太陽光
発電のうち運転開始期限が設定されていな
い特定の未稼働案件が対象で、既に稼働し
ている発電所の固定買取価格が引き下げら
れることはありません。

　そのため、本投資法人が保有する発電所
及び取得を検討している稼働済み発電所の
固定買取価格に影響はなく、本投資法人の
収益への影響もありません。
　ただし、今後開発していく発電所の取得を
検討する際には、今回決定したFIT制度の変
更も考慮のうえ検討してまいります。

Q4 出力抑制の見通し、今後の投資法人への影響について教えて下さい。

Q6 予想分配金の見通しを教えて下さい。

Q5 マーケット環境について教えて下さい。

　出力抑制の見通しについては、原子力発
電所の再稼働等のエネルギー政策の影響が
大きく、一概に判断することが難しい状況で
す。人口減少、都市部への電力需要の集中、
新たな発電所の開発等を考慮しますと、今後
も出力抑制は実施されると思われます。
　既に九州地方において出力抑制が何度
か実施されていますが、いずれも特定の発電
所のみを連日停止させるわけではなく、一定の
ルールに基づき順番に出力抑制の要請を受
けるため、年間を通じた総発電量の割合から

　1口当たり分配金（利益超過分配金含む）
は、2019年6月期（第3期）が3,987円、2019
年12月期（第4期）が2,885円、2020年6月
期（第5期）が3,890円となる見通しです。
　なお、2019年の予想分配金を見ると6月期

（第3期）の分配金が12月期（第4期）の分配
金よりも1,102円高くなっていますが、これは
各期における予想発電量（売電料）の季節
格差に起因します。

　FIT制度に関する報道が続いていますが、
マーケット環境の見通しは明るいと考えてい 
ます。
　日銀によるマイナス金利政策により国内
債券利回りが低位で推移する中、FIT制度に

する運用団体は、低水準の債券利回り及び
債券価格の低下リスクを考慮し、オルタナティ
ブ（金融代替）資産等への分散投資を検討
することが見込まれ、低リスクかつ長期安定
的なリターンが特徴であるインフラファンド市
場が、そのような分散投資先として注目される
ことを期待しています。
　ただし、インフラファンドの仕組の複雑さ、
認知度の低さ、J-REIT市場等と比較した際
の市場規模の小ささ等によりまだ機関投資
家の関心が高いとは言えない状況であり、本

見れば出力抑制による機会損失は軽微なレ
ベルであり、現時点においては本投資法人
の収益に重大な影響を及ぼさないと考えてい 
ます。
　また、出力抑制期間における逸失売電料
を補償する出力抑制保険による対策も可能
であり、本投資法人はこの保険を全ての発電
所に付保しています。
　なお、本投資法人が現在保有する発電所
において、2019年2月28日時点で出力抑制
は要請されておりません。

　通常、太陽光発電所は気温が低く、かつ、
日照時間が長い季節（春〜初夏）にかけて最
も効率良く発電します。そのため、1月〜6月の
売電料を原資にしている6月期の分配金の
方が7月〜12月の売電料を原資にしている
12月期の分配金より高くなる傾向にあり、こ
の傾向は2020年以降の分配金においても
同様です。

裏打ちされた長期安定的な配当収入が見込
まれ、かつ、金利・為替リスク等とも相関性が
低いインフラファンドは投資家にとって魅力的
な投資商品と考えられます。
　とりわけ企業年金等の債券投資を主体と

投資法人に限らず、インフラファンド自体の認
知度向上、市場規模の早急な拡大が業界
全体の重要課題です。
　しかし、再生可能エネルギー比率を高める
流れはグローバル規模で続いており、日本の
企業においても、購入電力のうちの再生可能
エネルギー比率の増加を掲げる企業や、
RE100（※）に加盟する企業も増えてきていま
す。このような企業との連携を通じてインフラ
ファンド市場の存在感を高めていければと思
います。

（※）【RE100】国際環境NGOのThe Climate Groupが2014年に開始した共同イニシアチブ。脱炭素化による地球温暖化防止等を目的として、
加盟企業には2050年までに使用する電力を100％再生可能エネルギーにより調達する目標を掲げることが求められます。
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ポートフォリオの概要 2018年12月31日現在

▪ポートフォリオサマリー ▪ポートフォリオ一覧

▪実績発電量／予想発電量（達成率）

▪ポートフォリオの分散状況

▪ポートフォリオマップ

Overview of Portfolio

評価額合計

78〜110億円

資産規模（取得価格の合計）

85億円

合計パネル出力

20MW

適用出力制御ルール（5物件）

30日ルール

取得物件数

5物件

地域別分散状況
（取得価格ベース）

関東地方
23.0%

北海道地方
8.8%

東北地方
68.2%

残存調達期間状況
（取得価格ベース）

16年未満
17.0%

16年以上
83.0%

買取電気事業者別分散状況
（取得価格ベース）

北海道電力
8.8%

東京電力
エナジーパートナー
23.0%     

東北電力
68.2%

No 発電設備名称 所在地 取得価格
（百万円）

発電所評価額
（百万円）

パネル出力
（ｋW）

買取価格
（円/ｋWh）

残存調達
期間

敷地の
権利形態

1 TI龍ヶ崎
太陽光発電所

茨城県
龍ヶ崎市 564 527〜749 1,456 36 15年4か月 所有権

2 TI牛久
太陽光発電所

茨城県
牛久市 884 813〜1,129 2,284 36 15年10か月 所有権

賃借権

3 TI鹿沼
太陽光発電所

栃木県
鹿沼市 509 453〜619 1,370 36 16年2か月 賃借権

4 TI矢吹
太陽光発電所

福島県
西白河郡 5,815 5,376〜7,571 12,994 40 16年3か月

所有権、
地上権
賃借権、
地役権

5 TI釧路
太陽光発電所

北海道
釧路郡 752 703〜994 1,965 36 17年11か月 地上権

合計 8,524 7,872〜11,062 20,072 － － －

4

（注）白枠内の太陽光発電設備を取得。

TI釧路太陽光発電所5

TI牛久太陽光発電所2

TI龍ヶ崎太陽光発電所1

TI矢吹太陽光発電所

TI鹿沼太陽光発電所3

2018年
10月

2018年
11月

2018年
12月

第2期
合計

TI龍ヶ崎太陽光発電所 100% 108% 91% 99%

TI牛久太陽光発電所 101% 111% 91% 101%

TI鹿沼太陽光発電所 88% 95% 85% 89%

TI矢吹太陽光発電所 90% 110% 86% 95%

TI釧路太陽光発電所 101% 100% 96% 99%

合計 93% 108% 88% 96%
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本投資法人の特徴

▪豊富な実績、多様なノウハウ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

Sponsor Support

株式会社
アドバンテック

東京インフラ
ホールディングス株式会社

あいおいニッセイ
同和損害保険株式会社

役割 メインスポンサー スポンサー スポンサー

提携等の内容

・ 優先的売買交渉権
・ 発電事業の売却情報提供
・ ウェアハウジング
・ 業務支援
・ ノウハウの提供
・ 人材の派遣

・ 業務支援
・ ノウハウの提供

・ 業務支援
・ ノウハウの提供

NECネッツエスアイ
株式会社

MULエナジー
インベストメント株式会社

JFEテクノス
株式会社

役割 スポンサー サポート会社 サポート会社

提携等の内容 ・ 業務支援
・ ノウハウの提供 ・ 発電事業の売却情報提供 ・ 発電事業の売却情報提供

スポンサー サポート会社

⃝パイプラインサポート契約締結（売却情報提供）
⃝全国の太陽光発電事業者にシステム建設やノウハウを提供
（建設実績 約500MW）

⃝パイプラインサポート契約締結（売却情報提供）
⃝再生可能エネルギー分野でトータルソリューションを提供

アドバンテックの概要

（注）パネル出力が1,000kW未満である太陽光発電設備及び取得予定資産を除きます。

社　名 株式会社アドバンテック

代表者 山名 正英
首藤 信生

設　立 1995年5月
資本金 4,150万円

本店所在地 東京本社　東京都千代田区丸の内一丁目
愛媛本社　愛媛県西条市港

従業員数 計325名（男233名　女92名）（2018年6月30日現在）
（注）グループ会社等を含みません。

国内拠点 東京本社、愛媛本社・工場、横浜支社、大阪営業所、九州営業所、
山梨営業所、東北営業所、長野試作センター、長崎工場

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
保有及び開発中又は
運営中の太陽光発電所（注） 全国25物件・約151MW（2018年6月30日現在）

⃝再生可能エネルギー発電事業に対する
豊富な知見

⃝再生可能エネルギー発電設備に係るリス
ク管理支援

⃝再生可能エネルギー発電設備に係る技
術面での助言

⃝豊富なスポンサーパイプラインにより、
本投資法人に外部成長機会を提供

⃝高度な運営ノウハウを提供
100％
（※1）
出資

93.5％
出資

（※2）

  5.0％
出資

  1.5％
出資

メインスポンサー

2018年12月31日時点の資本関係に以下の変更が生じております。
（※1）2019年2月26日付けで株式会社アドバンテックが東京インフラホールディングス株式会社の発行済株式の100％を取得しました。
（※2）2019年2月26日付けで株式会社アドバンテックが保有する東京インフラアセットマネジメント株式会社の全株式（出資割合50.7％）を東京 

インフラホールディングス株式会社に譲渡しました。
なお、本変更は株式会社アドバンテックのメインスポンサーとしての地位を変更するものではございません。 2019年2月28日現在
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▪長期安定的な収益確保を追求した投資スキーム

賃借人SPCである東京インフラ電力合同会社は、最低保証賃料の支払を確保するため、あいお
いニッセイ同和損害保険株式会社との間で費用・利益保険契約（日射量保険）を締結します。総
実績売電収入額が最低保証賃料相当額に不足する場合、賃借人SPCは、計算期間ごとに当
該不足額に相当する金額の保険金の支払を受けます。

安定性と売電収入の上振れの両立を目指した賃貸スキーム概念図

発電予測値（P50）
×買取価格
－賃借人経費・税額

発電予測値（P90）
×買取価格
－賃借人経費・税額

賃料

発電量
発電

予測値
（P99）

発電
予測値

（P90）

発電
予測値

（P50）

賃借人の経費・税額

最低保証賃料

投資法人
受取賃料

賃借人
売電収入

実績連動
賃料Ⅱ

実績連動
賃料Ⅰ

70%

30%

1 安定収益と売電収入上振れの享受の両立を目指した賃貸スキーム

保険スキームの活用により、最低保証賃料の支払を担保
⃝最低保証賃料の確保にあたり、スポンサーの1社であるあいおいニッセイ同和損害保険株式

会社のサポートにより保険を導入した、上場インフラファンド市場初の事例
⃝保険スキームとすることで、特に資産規模拡大時における、資金効率の向上を目指す
売電収入の上振れ分は変動賃料として本投資法人が享受
⃝実績売電収入額がP90の予測発電収入額を超えた場合には、実績連動賃料が発生
長期賃貸借契約の締結

2 再生可能エネルギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化した賃借人SPCの活用

設備等賃借と発電事業に特化した賃借人SPC
⃝賃借人SPCである東京インフラ電力合同会社は倒産隔離されており、本投資法人が取得予

定の再生可能エネルギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化しているため、他の事業等
に影響されることなく、安定した賃料の支払が可能

3 信託スキームの活用による運用の柔軟性の確保

ポートフォリオ運営の柔軟性が確保される
⃝信託受益権の売買により、再生可能エネルギー発電事業に関する複数の権利義務を包括し

て把握することが可能であるため、信託受益権のみを取得又は売却することで、再生可能エネ
ルギー発電事業から生じる損益の取得又は移転が相対的に容易

⃝現物資産保有時と比較して信託受益権は一部売却が容易であり、将来的に資産の一部売
却等による柔軟なポートフォリオ運用が可能（本書の日付現在、資産の売却の予定はありま 
せん。）

第三者の目による評価（外部による評価機能）
⃝資産は信託受託者による審査がなされるため、本資産運用会社の厳密なデュー・ディリジェン

スに加え、第三者の目による評価が確保される

本投資法人は、税法上の導管性要件の充足のために、賃貸により再生可能エネルギー発電設
備等を運用することを想定しています。賃料は、原則として、一定額の最低保証賃料（最低保証
賃料）と再生可能エネルギー発電設備に係る売電収入に連動する実績連動賃料（実績連動賃
料Ⅰ及びⅡ）の合計とし、その大部分が最低保証賃料となるように設定することを予定しています。
最低保証賃料は、本投資法人の計算期間ごとに、各再生可能エネルギー発電設備の発電量予
測値（P90）に、買取価格を乗じて得られる金額から、賃借人において負担する経費及び税額を
控除した金額とします。

不
足
額
は
保
険
金

で
支
払
を
担
保

収益安定化を企図した賃貸スキーム
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会社概要 2019年2月28日現在

Corporate Profile

利益分配金 当期純利益

利益超過分配金

借入返済
資本的支出等 減価償却費

投資主に分配される金額 FFO（注）の内訳
（注）「FFO（Funds From Operation）」は、本業から生み出されるキャッシュフローを評価する指標の一つとして用いられ、当期純利益に、会計上費

用として計上される減価償却費等の現金の支出を伴わない費用項目を加算し、かつ、継続的に発生するものではない特別損益を加算し（特別
損失の場合）あるいは控除する（特別利益の場合）ことによって求められます。

X期

資産の部

負債の部

純資産
の部

X+1期

資産の部

負債の部

純資産
の部

X+2期

資産の部

負債の部

純資産
の部

X+3期

資産の部

負債の部

純資産
の部

利益超過分配の総額について、資産（現金）と純資産（出資総額）が減少します。

⃝ 本投資法人の投資対象である再生可能エネルギー発電設備等は、その敷地等に係る権利が
借地権である場合が多く、また所有権であってもその多くが都市部以外の地域に所在すること
等から、土地の価格が相対的に安いため、資産全体に占める敷地等の価格の割合が概して低
く、その大部分が償却資産となり、結果として一般的な不動産投資法人いわゆるJ-REITに比
べて高い減価償却費を計上することが見込まれます。

⃝ 本投資法人は、こうした運用資産の特性や借入金等の資金調達を通じて確保される一定額
以上の現預金残高（余剰現金）ならびに財務の健全性の維持を十分に考慮したうえで、長期
修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金需要

（投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投
資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等）に対応するため、融資枠等の設定状
況や中期的な減価償却費、繰延資産の償却金額と借入返済、資本的支出の金額のバランス
を勘案のうえ、本投資法人が妥当と考える金額について、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）として分配します。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%を上限とします。

▪利益超過分配

利益超過分配のイメージ図

利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）を継続実施した場合のイメージ図

投資主名簿等管理人
一般事務（機関運営）受託者

資産保管会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

本投資法人

会計監査人
太陽有限責任監査法人

投資主総会

役員会
執行役員：杉本 啓二
監督役員：内藤 加代子
監督役員：丸山 貴生

2 3

4

5

スポンサー

東京インフラ
ホールディングス
株式会社
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社
NECネッツエスアイ
株式会社

サポート会社

MULエナジー
インベストメント株式会社

JFEテクノス株式会社

一般事務（会計・納税）受託者
税理士法人平成会計社

信託会社
株式会社SMBC信託銀行

賃借人SPC
東京インフラ電力合同会社

O&M業者
株式会社クールアース

オペレーター
株式会社クールトラスト

メインスポンサー
株式会社アドバンテック

本資産運用会社

東京インフラアセット
マネジメント株式会社

出資

9

▪本投資法人の仕組図

▪本資産運用会社の概要
社　名 東京インフラアセットマネジメント株式会社

役員等

代表取締役社長　　　杉本　啓二
取締役（非常勤）　　　 山本　和弘
取締役（非常勤）　　　水野　裕太郎
監査役（非常勤）　　　長尾　定

株　主
東京インフラホールディングス株式会社（93.5%）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（5.0%）
NECネッツエスアイ株式会社（1.5％）

設　立 2015年5月14日

資本金 1億8,640万円

本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目1番1号

宅地建物取引業 2015年9月4日（東京都知事（1）第98310号）

取引一任代理等認可 2016年9月20日（国土交通大臣認可第111号）

投資運用業登録 2017年6月29日（関東財務局長（金商）第2996号）

資産運用委託契約
投資口事務代行委託契約
一般事務委託契約（機関運営事務）
資産保管業務委託契約
会計事務委託契約 

1
2
3

4

パイプライン・サポート契約
経営サポート契約
リスクアドバイザリーサポート契約
技術アドバイザリーサポート契約

10
11
12
13

単独運用指定金外信託契約
発電設備等賃貸借契約
オペレーター業務委託契約
太陽光発電設備運転・保守契約
スポンサーサポート契約

5
6
7
8
9

6

17 8

10

10

（注） 上記はあくまでイメージであり、純資産の部に対する利益超過分配（出資の払戻し）の比率等を示すものではなく、また、出資総額及び剰余金等
の増減（増資、自己投資口の取得、当期未処分利益等）及び分割返済等による負債の減少等を考慮していません。

11
12

13
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Ⅰ．資産運用報告

第1期 第2期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

営業収益 百万円 ― 164
（うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業収益） 百万円 ― 164

営業費用 百万円 5 121
（うち再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業費用） 百万円 ― 98

営業利益又は営業損失（△） 百万円 △5 43
経常利益又は経常損失（△） 百万円 △9 19
当期純利益又は当期純損失（△） 百万円 △6 16
出資総額 百万円 130 4,274
発行済投資口の総口数 口 1,300 46,039
総資産額 百万円 227 10,221

（対前期比） ％ ― 4,387.7
純資産額 百万円 123 4,168

（対前期比） ％ ― 3,280.7
有利子負債額 百万円 ― 5,897
1口当たり純資産額（基準価額） 円 94,853 90,546
分配金総額 百万円 ― 29
1口当たり分配金 円 ― 651

（うち1口当たり利益分配金） 円 ― ―
（うち1口当たり利益超過分配金） 円 ― 651

総資産経常利益率（注4） ％ △4.2 0.4
（年換算値）（注5） ％ （△5.8） （0.8）
自己資本利益率（注4） ％ △5.4 0.8

（年換算値）（注5） ％ （△7.5） （1.5）
自己資本比率（注4） ％ 54.1 40.8

（対前期増減） ％ ― △13.4
配当性向（注4）（注6） ％ ― ―

【その他参考情報】
当期運用日数（注1） 日 264 92
期末投資物件数 件 ― 5
減価償却費 百万円 ― 89
資本的支出額 百万円 ― 0
賃貸NOI（Net Operating Income）（注4） 百万円 ― 155
FFO（Funds from Operation）（注4） 百万円 △6 105
1口当たりFFO（注4） 円 △5,147 2,293
期末総資産有利子負債比率（LTV）（注4） ％ ― 57.7

1 資産運用の概況
（１）投資法人の運用状況等の推移

（注1） 本投資法人の営業期間は、毎年1月1日から6月末日まで及び7月1日から12月末日までの各6ヶ月間ですが、第1期営業期間は本投資法人
設立の日（2017年10月10日）から2018年6月30日までの264日です。また、第2期の計算期間は2018年7月1日から2018年12月31日ま
での184日間ですが、実質的な資産運用期間は2018年10月1日から2018年12月31日までの92日間です。

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

総資産経常利益率 経常利益÷｛（期首総資産額＋期末総資産額）÷2｝×100
自己資本利益率 当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷2｝×100
自己資本比率 期末純資産額÷期末総資産額×100
配当性向 1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）÷1口当たり当期純利益×100
賃貸NOI（Net Operating Income） 再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事業収益－再生可能エネルギー発電設備等の賃貸事

業費用＋減価償却費
FFO（Funds from Operation） 当期純利益＋減価償却費±再生可能エネルギー発電設備等売却損益
1口当たりFFO FFO÷発行済投資口の総口数
期末総資産有利子負債比率（LTV） 期末有利子負債額÷期末総資産額×100

（注5） 第1期については運用を開始していないため、2017年10月10日から2018年6月30日の経過日数に基づいて年換算値を算出しています。ま
た、第2期の計算期間は2018年7月1日から2018年12月31日までの184日間ですが、実質的な資産運用期間は2018年10月1日から2018
年12月31日までの92日間です。

（注6） 配当性向について、分配金総額（利益超過分配金を含む。）により算出した場合、2018年6月期の配当性向は－％、2018年12月期は
185.6％となります。次の算式により算出しております。

（利益分配金＋利益超過分配金総額（一時差異等調整引当額からの分配金及びその他の利益超過分配金を含む。））÷当期純利益×100

（２）当期の資産運用の経過
①本投資法人の主な推移
　本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下

「投信法」といいます。）に基づき、東京インフラアセットマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）を
設立企画人として、2017年10月10日に出資総額120百万円（設立時発行投資口数：1,200口）で設立され、2017
年11月20日に関東財務局への登録が完了しました（登録番号　関東財務局長　第132号）。
　2018年5月31日に、第三者割当による新投資口の発行（100口）を実施し、発行済総投資口1,300口としました。
同年9月26日に公募による投資口の追加発行（43,400口）を行い、同年9月27日に株式会社東京証券取引所（以下

「東京証券取引所」といいます。）インフラファンド市場（証券コード9285）に上場しました。
　同年10月23日には、第三者割当による新投資口の発行（1,339口）を実施し、この結果、2018年12月31日現在
の発行済投資口の総口数は46,039口となっています。

②運用実績
　当期における日本経済は、日本銀行が物価安定の目標として掲げている2％のインフレ率には依然として到達してい
ないものの、政府の経済政策や金融政策を背景に、景気拡大局面が戦後最長をうかがう状況にあります。一方で、世
界各国で自国優先主義の流れが広がる中、米国通商政策の先行き不透明感、中国経済の減速や深刻化する人手
不足による人件費の上昇などの影響が次第に表面化し始めており、また国内では今秋に予定されている消費税の増
税後の影響も懸念されるなどの不安要素が企業の景況感を下押しする状況となりました。
　本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等（注1）を取り巻く環境においては、2018年7月に「第5次エ
ネルギー基本計画」が閣議決定され、中でも再生可能エネルギーについては、2030年のエネルギーミックス（電源構
成）における確実な主力電源化に向けて、低コスト化、系統制約の克服、調整力の確保を早期に進めることが確認され
ました。本計画を踏まえた政府の各種施策実行に伴い、バランスのとれたエネルギーミックスが達成され、再生可能エネ
ルギー発電事業は今後もさらに拡大していくものと考えられます。
　このような環境の中、本投資法人は規約に定める資産運用の基本方針等に基づき、東京証券取引所インフラファン
ド市場への上場に際して、公募による新投資口の発行による手取金及び借入金により、2018年10月1日付にて5物
件（取得価格合計8,524百万円（注2）、パネル出力合計20MW（注3））の太陽光発電設備等の取得を行い、実質的な
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運用を開始しました。
（注1）  「再生可能エネルギー発電設備等」とは、ⅰ再生可能エネルギー発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法（平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。）第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備（不動産に該当する
ものを除きます。）、ⅱ再生可能エネルギー発電設備に伴う不動産、不動産の賃借権及び地上権、並びにⅲこれらの資産を信託する信託の
受益権等の資産をいいます。

（注2）  「取得価格」は、各取得資産に係る売買契約に記載された売買金額（資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市
計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。

（注3）  「パネル出力」とは、各太陽光発電設備に使用されている太陽光パネル1枚当たりの定格出力（太陽電池モジュールの仕様における最大出
力をいいます。）をパネル総数で乗じて算出される出力をいいます。

③資金調達の概要
　当期におきましては、2018年9月の公募による投資口の追加発行（43,400口）により4,020百万円及び同年10
月の第三者割当増資による投資口の追加発行（1,339口）により124百万円を調達しました。この結果、2018年12
月31日現在の発行済投資口の総口数は46,039口、出資総額は4,274百万円となっています。
　また、太陽光発電設備等の取得及びこれに関連する諸費用の支払いに充当するために、2018年10月1日に株式
会社新生銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするタームローン1及び消費税ローンにより合計5,899
百万円（タームローン1：借入額5,280百万円　最終返済期日2028年9月30日、消費税ローン：借入額619百万円、
最終返済期日2019年10月1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）の借
入を行いました。一方で、当期末において約定返済を行い、当期末時点での借入金は5,897百万円となりました。この
結果、総資産に占める有利子負債の割合については、57.7％となりました。

④業績及び分配の概要
　上記運用の結果、当期の実績は、営業収益164百万円、営業利益43百万円、経常利益19百万円、当期純利益
は16百万円となりました。
　当期の分配金については、本投資法人の定める金銭の分配の方針（規約第38条第1項）に従い、租税特別措置
法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。
　当期は、変動金利による借入金にかかる支払金利の固定化を目的とした金利スワップの評価において、ヘッジ損失
が発生しました。かかる損失はデリバティブ債務として負債に計上する一方で、純資産において繰延ヘッジ損益として
評価損を計上します。当期における繰延ヘッジ損益は△115百万円、当期未処分利益は9百万円であるのに対し、投
信法第136条第1項に定める利益の金額が△105百万円になることから、当期未処分利益9百万円のうち、投資口1
口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた金額相当額を、一時差異等調整引当額（投資法人の計算に
関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。）に係る分配金として分配するとともに、20百万円をその他
の利益超過分配金として分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は651円となります。なお、この一時
差異等調整引当額に係る分配金は、利益の分配と同様に源泉徴収の対象となります。

（３）増資等の状況
　当期における増資等の概要は以下のとおりです。

年月日 摘要
発行済投資口の

総口数（口） 出資総額（百万円）
備考

増減 残高 増減 残高

2017年10月10日 私募設立 1,200 1,200 120 120 （注1）

2018年 5月31日 第三者割当増資 100 1,300 10 130 （注2）

2018年 9月26日 公募増資 43,400 44,700 4,020 4,150 （注3）

2018年10月23日 第三者割当増資 1,339 46,039 124 4,274 （注4）

（注1） 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格100,000円にて投資口を発行しました。
（注2） 第三者割当増資に際して、1口当たり発行価格100,000円にて投資口を発行しました。
（注3） 1口当たり発行価格97,000円（発行価額92,635円）にて新規物件の取得資金の調達等を目的とした公募により新投資口を発行しました。
（注4） 1口当たり発行価額92,635円にて、第三者割当による新投資口の発行を行いました。

（4）分配金等の実績
　当期までの分配金等の実績は、以下のとおりです。

決算期
第1期 第2期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） （千円） △6,691 9,455

利益留保額 （千円） △6,691 9,455

金銭の分配金総額 （千円） ― 29,971

（1口当たりの分配金） （円） （―） （651）

うち利益分配金総額 （千円） ― ―

（1口当たりの利益分配金） （円） （―） （―）

うち出資払戻総額 （千円） ― 29,971

（1口当たり出資払戻額） （円） （―） （651）

出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの
分配金総額 （千円） ― 9,437

（1口当たり出資払戻額のうち1口当たり一時差異
等調整引当額分配金） （円） （―） （205）

出資払戻総額のうち税法上の出資等減少分配から
の分配金総額 （千円） ― 20,533

（1口当たり出資払戻額のうち税法上の出資等減少
分配からの分配金） （円） （―） （446）
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（5）今後の運用方針及び対処すべき課題
①今後の運用見通し
　今後の日本経済は、日本銀行の金融緩和政策の継続や政府支出による下支え等もあり、良好な雇用環境や所得
環境の改善を背景とする個人消費の堅調な推移等を通じて、景気拡大を継続していくことが期待されてきましたが、米
国通商政策の先行き不透明感、中国経済の下振れ、欧州経済の悪化、原油価格の乱高下、今秋に予定されている
消費税の増税等のリスク要因が国内外の経済に影響を及ぼす可能性もあり、不透明感を抱えた状況で推移すると考
えられます。
　再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備を取り巻く環境については、2015年7月に経済産業省が策
定したエネルギーミックスによれば、2030年において再生可能エネルギーが全電源に占める構成比率は、2015年度
の約15％に対し22％〜24％（内、太陽光発電は7％程度）に増加するとの見通しが示されています。さらに、2018年7
月に経済産業省から発表された「第5次エネルギー基本計画」においては、再生可能エネルギーについて、2030年の
エネルギーミックスにおける電源構成比率の実現とともに、確実な主力電源化への布石としての取組を早期に進めるこ
とが明記されました。また、再生可能エネルギーの事業コストの低減を促す観点から、固定価格買取制度（FIT）の適切
な運用と自立化を促すための制度の在り方の検討についても触れられており、2018年12月には、経済産業省より固
定価格買取制度（FIT）の見直しが公表され、実現性の乏しい案件の選別が進むことが見込まれます。これらのことから、
今後は優れた開発及び運営管理能力を有する事業者による再生可能エネルギー発電設備の導入増が見込まれます。
　本投資法人は、本投資法人のメインスポンサーである株式会社アドバンテック（以下「アドバンテック」といいます。）
に蓄積されたノウハウを活用し、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備等対応証券（注）

（以下総称して「再生可能エネルギー発電設備関連資産」といいます。）に投資をすることにより、かかる潜在的投資機
会を選別的に獲得し投資主への収益還元を目指すとともに、再生可能エネルギー発電事業における資本循環の実現
に貢献します。本投資法人が投資対象とする再生可能エネルギー発電設備関連資産に係る再生可能エネルギー発
電設備等の種別としては、太陽光発電のみならず、風力発電、バイオマス発電、水力発電、地熱発電（バイナリー発電
を含む。）も含みますが、我が国の目指すエネルギーミックス及び固定価格買取制度の随時の見直し等を考慮してポー
トフォリオを構築し、以下に掲げる成長戦略に基づき、資産の取得及び運用を行っていく方針です。
（注）「再生可能エネルギー発電設備等対応証券」とは、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備等に投資することを

目的とする優先出資証券（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。）第2条第9項に規定する優先
出資証券をいいます。）、受益証券（投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。）、投資証券（投信法第2条第15項に規定する投資
証券をいいます。）等の資産をいいます。

②今後の運用方針
ⅰ外部成長戦略
　本投資法人のメインスポンサーであるアドバンテックは、再生可能エネルギー発電設備関連資産に係る技術調査、
設計・施工、事業運営管理、投資等の事業に関する豊富な実績を有しており、また、国内25件、約152MW（注1）の
太陽光発電設備の開発・運営・受託を行っています。本投資法人はこれらの太陽光発電設備のうち、本投資法人
の投資基準に適合すると合理的に想定されるものについて、スポンサーサポート契約（本投資法人及び本資産運
用会社との間で、本投資法人に対するサポート等に関し、2018年7月30日付で締結されたスポンサーサポート契約
をいいます。）所定の除外事由がある場合を除き、取得の優先交渉権を有しております（注2）。アドバンテックは、上記
のとおり再生可能エネルギー発電設備関連資産に関する開発及び運営管理に関するノウハウを蓄積しており、本
投資法人は、当該ノウハウを活用することによって、保有ポートフォリオに関して安定した発電能力を長期間に亘って
維持できると考えています。なお、本投資法人のポートフォリオ構築方針については、投資対象とする再生可能エネ
ルギー発電設備関連資産に係る再生可能エネルギー発電設備等の設備として、太陽光発電のみならず、風力発電、
バイオマス発電、水力発電、地熱発電（バイナリー発電を含みます。）も含みますが、当面は、収益の安定性や稼働済
資産の市場規模等を踏まえ、太陽光発電設備を主たる投資とし、その投資割合を80％以上とします。
　本投資法人は、スポンサーサポート契約以外にも、パイプライン・サポート契約の締結等を通じて、アドバンテック並

びに情報を有する複数の企業と資本･業務提携関係あるいは協力関係にあります。本投資法人は、これらの企業の
サポートを活用して、外部成長及び分散の効いたポートフォリオを構築することで、良質かつ安定的な投資主価値の
最大化を図る方針です。
　また、本資産運用会社は、再生エネルギー発電事業、金融機関等において豊富な業務経験を有する役職員を中
心に構成されており、そのネットワークを活用して、メインスポンサーであるアドバンテック及びサポート会社以外からの
取得機会の獲得も図ります。

（注1）1MW以上の発電力を有する太陽光発電設備を対象として集計しています。
（注2） 2018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。

ⅱ内部成長戦略
　本投資法人は、高性能な発電設備を用い、かつ豊富な施工実績及び高い信用力を有するEPC業者により信頼
性の高い建設工事がなされている各種再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備関連資
産へ厳選投資することに加え、本資産運用会社の指図の下、自ら又は再生可能エネルギー発電設備を信託財産と
する信託に係る信託受託者若しくは賃借人をして、原則として、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー
発電設備のO&M業務に係る優れたスキルと技術を有する専門業者を選定し、適切な保守・メンテナンス等を行わせ
ることにより、中長期的な視点から運用資産の収益の維持向上を図ります。

ⅲ財務戦略
　本投資法人は、長期安定的な収益確保を追求すべく「保険を活用した最低保証賃料と実績連動賃料に基づく
賃料体系」、「発電事業に特化した賃借人SPC（倒産隔離SPC）」、「ポートフォリオ運用の柔軟性確保と外部によ
る評価機能を活用する信託スキーム」を採用します。また、財務面では安定した収益の確保と着実な運用資産の成
長を目指します。資産取得のための資金調達に関しては、投資口の追加発行により行うほか、必要に応じて金融機
関からの借入れや融資枠（コミットメントライン若しくは当座貸越枠）からの借入れ又は投資法人債の発行を行う方針
です。なお、本資産運用会社は再生可能エネルギー発電事業、金融機関等において豊富な業務経験を有する役職
員を中心に構成されており、その豊富な業務経験や知見を財務戦略の立案・実行に活かします。

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

第1期 第2期
2018年6月30日 2018年12月31日

発行可能投資口総口数 10,000,000口 10,000,000口

発行済投資口の総口数 1,300口 46,039口

出資総額 130百万円 4,274百万円

投資主数 2名 4,140名

（2）投資口に関する事項
　2018年12月31日現在の投資主のうち、主要な投資主は以下のとおりです。

名称 所有投資口数（口）
発行済投資口の総口数に

対する所有投資口数の割合
（％）（注）

株式会社アドバンテック 2,235 4.85

大和信用金庫 1,500 3.25

佐藤　孝夫 702 1.52

GMOクリック証券株式会社 597 1.29

九州ひぜん信用金庫 553 1.20

日本証券金融株式会社 421 0.91

井内　孝太郎 350 0.76

日本工装株式会社 290 0.62

髙橋　慧 265 0.57

栗田　嘉昭 250 0.54

合計 7,163 15.55

（注）発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数点第2位を切り捨てて表示しています。

（3）役員等に関する事項
①当期における執行役員、監督役員及び会計監査人

役職名 氏名又は名称 主な兼職等

当該営業期間に
おける役職毎の

報酬の総額
（千円）

執行役員（注1） 杉本　啓二 東京インフラアセットマネジメント株式会
社　代表取締役 ―

監督役員（注1）
内藤　加代子

弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー
立命館大学大学院 非常勤講師
双日株式会社 社外取締役 1,200

丸山　貴生 クリフィックス税理士法人 マネージャー

会計監査人 太陽有限責任監査法人 ― 7,900

（注1） 執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。また、監督役員は、上記記載以外の
他の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。

（注2） 会計監査人の報酬には、新投資口の追加発行に伴うコンフォートレター作成業務に係る報酬が含まれています。

②会計監査人の解任及び不再任の決定の方針
　会計監査人の解任については、投信法の定めに従い、また、不再任については、諸般の事情を総合的に勘案して、
本投資法人の役員会において検討いたします。

（4）資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
　2018年12月31日現在における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は以下のとおりです。

委託区分 名称

資産運用会社 東京インフラアセットマネジメント株式会社

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

一般事務受託者（機関運営事務等） 三菱UFJ信託銀行株式会社

一般事務受託者（投資主名簿等管理人） 三菱UFJ信託銀行株式会社

一般事務受託者（会計事務等） 税理士法人平成会計社
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3 投資法人の運用資産の状況
（1）インフラ投資法人の資産の構成
　2018年12月31日現在における本投資法人の資産の構成は、以下のとおりです。

第1期 第2期

2018年6月30日現在 2018年12月31日現在

資産の種類 保有総額（千円） 対総資産比率 保有総額（千円） 対総資産比率

再生可能エネルギー
発電設備 ― ―％ 7,604,899 74.4％

不動産 ― ―％ 894,279 8.7％

借地権 ― ―％ 112,069 1.1％

再生可能エネルギー
発電設備等計 ― ―％ 8,611,248 84.2％

預金・その他資産
（実質インフラ資産保有額）

227,764
（―）

100.0％
（―）

1,610,047
（―）

15.8％
（―）

資産総額
（実質インフラ資産保有額）

227,764
（―）

100.0％
（―）

10,221,295
（―）

100.0％
（―）

（注1） 保有総額は決算日時点の貸借対照表計上額によっています。
（注2） 資産の種類は、信託財産を含みます。
（注3） 資産総額に対する比率は、小数点第2位を四捨五入して記載しています。

（2）主要な保有資産
　2018年12月31日現在、本投資法人が保有する主要な保有資産の概要は以下のとおりです。

インフラ資産等の資産の名称

インフラ資産等の
試算から生ずる

収益に関する事項
（総賃料）（千円）

対総賃貸事業
収入比率
（％）

帳簿価格
（百万円）

TI龍ヶ崎太陽光発電所 10,672 6.5 580

TI牛久太陽光発電所 17,417 10.6 900

TI鹿沼太陽光発電所 10,060 6.1 526

TI矢吹太陽光発電所 109,894 66.6 5,836

TI釧路太陽光発電所 16,860 10.2 767

合計 164,906 100.0 8,611

（3）組入資産明細
　2018年12月31日現在、本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等の概要は以下のとおりです。
①再生可能エネルギー発電設備等明細表
　イ　総括表 （単位：百万円）

資産の種類 当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

当期償却累計額
又は償却累計額 差引

当期末
残高

摘要
当期

償却額

有
形
固
定
資
産

信託機械装置 ― 7,693 ― 7,693 89 89 7,604 （注）

信託器具工具
備品 ― 0 ― 0 0 0 0 （注）

信託土地 ― 894 ― 894 ― ― 894 （注）

信託建設仮勘定 56 ― 56 ― ― ― ―

合計 56 8,588 56 8,588 89 89 8,499

無
形
固
定
資
産

信託借地権 ― 112 ― 112 ― ― 112 （注）

ソフトウエア ― 3 ― 3 0 0 3

合計 ― 115 ― 115 0 0 115

（注）当期の増加理由は、全額太陽光発電設備等の取得（2018年10月1日）によるものです。

　ロ　再生可能エネルギー発電設備等の明細表
　本投資法人は、2018年12月31日現在において以下の再生可能エネルギー発電設備等を保有しています。以
下の再生可能エネルギー発電設備等は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

（平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。）第9条第3項各号に定める基準に適合しています。

設備の
区分等

物件
番号 名称 所在地 取得

年月日
敷地面積
（㎡）

調達価格
（円/Kwh） 認定日 調達期間

満了日

太陽光
発電設備 1 TI龍ヶ崎

太陽光発電所
茨城県龍ヶ崎市
若柴町字長山前

2018年
10月1日 20,771 36 2013年

10月17日
2034年
4月27日

太陽光
発電設備 2 TI牛久

太陽光発電所
茨城県牛久市女
化町

2018年
10月1日 37,230 36 2013年

12月16日
2034年

10月29日

太陽光
発電設備 3 TI鹿沼

太陽光発電所
栃木県鹿沼市茂
呂字谷頭

2018年
10月1日 27,748 36 2013年

11月26日
2035年
2月25日

太陽光
発電設備 4 TI矢吹

太陽光発電所
福島県西白河郡
矢吹町

2018年
10月1日 319,010 40 2013年

2月1日
2035年
3月24日

太陽光
発電設備 5 TI釧路

太陽光発電所
北海道釧路郡釧
路町

2018年
10月1日 77,339 36 2013年

5月13日
2036年
12月1日
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物件
番号 名称 認定事業者

等の名称
特定契約の

相手方の名称
取得価格

（百万円）

期末
評価価値

（百万円）

インフラ資産等
の資産の価値の
評価に関する

事項
（百万円）

（上段：設備）
（下段：不動産）

当期末
帳簿価額

（百万円）

1 TI龍ヶ崎
太陽光発電所

東京インフラ
電力合同会社

東京電力エナジー
パートナー株式会社 564 638

490 439

148 141

2 TI牛久
太陽光発電所

東京インフラ
電力合同会社

東京電力エナジー
パートナー株式会社 884 971

786 729

185 171

3 TI鹿沼
太陽光発電所

東京インフラ
電力合同会社

東京電力エナジー
パートナー株式会社 509 536

490 482

45 43

4 TI矢吹
太陽光発電所

東京インフラ
電力合同会社 東北電力株式会社 5,815 6,473

5,732 5,216

741 619

5 TI釧路
太陽光発電所

東京インフラ
電力合同会社 北海道電力株式会社 752 848

816 736

32 30

合計 8,524 9,467
8,314

8,611
1,152

（注1）  「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。）を記載しています。

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

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

（注4） 当期末帳簿価額の上段には、再生可能エネルギー発電設備の当期末帳簿価額を、下段には不動産の当期末帳簿価額を記載していま
す。

　ハ　再生可能エネルギー発電設備等の収益状況の明細
TI龍ヶ崎太陽光発電所 （単位：千円）

科目
第1期 第2期

2017年10月10日〜
2018年 6月30日　

2018年 7月 1日〜
2018年12月31日　

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
最低保証賃料 ― 9,713
実績連動賃料 ― 931
付帯収入 ― 26

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A） ― 10,672
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

公租公課 ― ―
修繕費 ― 522
保険料 ― 102
減価償却費 ― 5,399
支払地代 ― ―
信託報酬 ― 159
その他賃貸費用 ― 0

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B） ― 6,184
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A‒B） ― 4,488

TI牛久太陽光発電所 （単位：千円）

科目
第1期 第2期

2017年10月10日〜
2018年 6月30日　

2018年 7月 1日〜
2018年12月31日　

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
最低保証賃料 ― 15,532
実績連動賃料 ― 1,884
付帯収入 ― ―

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A） ― 17,417
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

公租公課 ― ―
修繕費 ― 1,277
保険料 ― 173
減価償却費 ― 8,756
支払地代 ― 416
信託報酬 ― 158
その他賃貸費用 ― 1

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B） ― 10,783
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A‒B） ― 6,634
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TI鹿沼太陽光発電所 （単位：千円）

科目
第1期 第2期

2017年10月10日〜
2018年 6月30日　

2018年 7月 1日〜
2018年12月31日　

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
最低保証賃料 ― 10,060
実績連動賃料 ― ―
付帯収入 ― ―

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A） ― 10,060
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

公租公課 ― ―
修繕費 ― 45
保険料 ― 114
減価償却費 ― 5,697
支払地代 ― 578
信託報酬 ― 157
その他賃貸費用 ― 0

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B） ― 6,594
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A‒B） ― 3,465

TI矢吹太陽光発電所 （単位：千円）

科目
第1期 第2期

2017年10月10日〜
2018年 6月30日　

2018年 7月 1日〜
2018年12月31日　

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
最低保証賃料 ― 101,666
実績連動賃料 ― 8,227
付帯収入 ― ―

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A） ― 109,894
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

公租公課 ― ―
修繕費 ― 1,974
保険料 ― 1,279
減価償却費 ― 61,372
支払地代 ― 1,054
信託報酬 ― 238
その他賃貸費用 ― 0

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B） ― 65,919
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A‒B） ― 43,975

TI釧路太陽光発電所 （単位：千円）

科目
第1期 第2期

2017年10月10日〜
2018年 6月30日　

2018年 7月 1日〜
2018年12月31日　

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入
最低保証賃料 ― 15,677
実績連動賃料 ― 1,183
付帯収入 ― ―

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入（小計A） ― 16,860
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用

公租公課 ― ―
修繕費 ― 22
保険料 ― 192
減価償却費 ― 8,010
支払地代 ― 320
信託報酬 ― 167
その他賃貸費用 ― 0

再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用（小計B） ― 8,713
再生可能エネルギー発電設備等賃貸事業損益（A‒B） ― 8,147

②公共施設等運営権等明細表
　該当事項はありません。

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

④有価証券組入資産明細表
　該当事項はありません。

（4）その他資産の状況
　2018年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額等及び時価の状況は以下のとおりです。

区分 種類
契約額等（千円）

（注1）
時価（千円）

（注2）

うち1年超

市場取引以外の取引 金利スワップ取引
変動受取・固定支払 4,588,063 4,588,063 △115,187

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

（5）国及び地域毎の資産保有状況
　2018年12月31日現在、日本以外の国及び地域の海外不動産等の組入れはありません。
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4 保有不動産の資本的支出
（1）資本的支出の予定
　該当事項はありません。

（2）期中の資本的支出
　本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備等に関し、当期に行った資本的支出は以下のとおりです。

インフラ資産等の名称 所在地 目的 実施期間 支出金額（千円）

TI鹿沼太陽光発電所 栃木県鹿沼市 防犯カメラの設置 自 2018年12月
至 2018年12月 197

（3）長期修繕計画等のために積立てた金銭
　本投資法人は、物件ごとに策定している長期修繕計画に基づき、中長期的な将来の大規模修繕等の資金を、現金
及び預金のうち、修繕口座に以下のとおり積立てています。 （単位：千円）

第1期 第2期
自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

当期首積立金残高 ― ―
当期積立額 ― 21,253
当期積立金取崩額 ― ―
次期繰越額 ― 21,253

5 費用・負債の状況
（1）運用等に係る費用明細

（単位：千円）

項　目
第1期 第2期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

資産運用報酬 ― 7,687
資産保管手数料 400 300
一般事務委託手数料 2,522 7,422
役員報酬 1,800 1,200
その他の費用 301 6,712

合　計 5,024 23,321

（2）借入状況
　2018年12月31日現在における金融機関ごとの借入金の状況は以下のとおりです。

区分
借入日

当期首
残高

（百万円）

当期末
残高

（百万円）

平均利率
（注1）

返済
期限

返済
方法 使途 摘要

借入先

短
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行
2018年
10月1日

― 309

0.37158%

2019年10月1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

期限
一括

保有資産の
取得代金の
支払、その他
関連する費
用等

無担保・
無保証

株式会社新生銀行 ― 309

小計 ― ― 619 ― ― ― ― ―

長
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行

2018年
10月1日

― 1,614

0.64658% 2028年
9月30日

一部
分割
返済

保有資産の
取得代金の
支払、その他
関連する費
用等

無担保・
無保証

株式会社新生銀行 ― 1,614

株式会社中国銀行（注2） ― 1,000

株式会社徳島銀行（注2） ― 500

株式会社伊予銀行（注2） ― 300

株式会社高知銀行（注2） ― 250

小計 ― ― 5,278 ― ― ― ― ―

合計 ― ― 5,897 ― ― ― ― ―

（注1）借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
（注2）2018年12月28日付にて、株式会社三井住友銀行及び株式会社新生銀行を譲渡人とする債権譲渡の実行により借入先となりました。

（3）投資法人債の状況
　該当事項ありません。

（4）短期投資法人債の状況
　該当事項はありません。

（5）新投資口予約権の状況
　該当事項はありません。

Tokyo Infrastructure Energy Investment Corporation

2928



6 期中の売買状況
（1）インフラ資産等及びインフラ関連資産、不動産等及び資産対応証券等の売買状況等

物件
番号

取得 譲渡

取得
年月日

取得価格
（百万円）

（注）
譲渡年月日 譲渡価格

（百万円） 帳簿価格 売却損益

1 TI龍ヶ崎太陽光発電所 2018年
10月1日 564 ― ― ― ―

2 TI牛久太陽光発電所 2018年
10月1日 884 ― ― ― ―

3 TI鹿沼太陽光発電所 2018年
10月1日 509 ― ― ― ―

4 TI矢吹太陽光発電所 2018年
10月1日 5,815 ― ― ― ―

5 TI釧路太陽光発電所 2018年
10月1日 752 ― ― ― ―

合計 8,524 ― ― ― ―

（注）「取得価格」は、各取得資産に係る売買契約に記載された売買金額（資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計
画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。）を記載しています。

（2）その他の資産の売買状況等
　該当事項はありません。

（3）特定資産の価格等の調査
①不動産（鑑定評価）

取得又は
譲渡 不動産の名称 取引年月日 取得価格

（百万円）
不動産鑑定評価額

（百万円） 価格時点

取得 TI龍ヶ崎太陽光発電所 2018年
10月1日 136 137 2018年

5月31日

取得 TI牛久太陽光発電所 2018年
10月1日 166 171 2018年

5月31日

取得 TI鹿沼太陽光発電所 2018年
10月1日 41 41 2018年

5月31日

取得 TI矢吹太陽光発電所 2018年
10月1日 610 613 2018年

5月31日

取得 TI釧路太陽光発電所 2018年
10月1日 28 28 2018年

5月31日
合計 983 990 ―

（注1）  「取得価格」は、各取得資産に係る売買契約に記載された土地（所有権、地上権及び賃借権等）にかかる売買代金相当額を記載していま
す。

（注2） 上表の鑑定評価は、大和不動産鑑定株式会社が「不動産評価基準各論第3章　証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」に基づき
行っています。

②インフラ資産等

取得又は
譲渡 不動産の名称 取引年月日 取得価格

（百万円）
不動産鑑定評価額

（百万円） 価格時点

取得 TI龍ヶ崎太陽光発電所 2018年
10月1日 564 507〜718 2018年

5月31日

取得 TI牛久太陽光発電所 2018年
10月1日 884 780〜1,082 2018年

5月31日

取得 TI鹿沼太陽光発電所 2018年
10月1日 509 437〜595 2018年

5月31日

取得 TI矢吹太陽光発電所 2018年
10月1日 5,815 5,210〜7,312 2018年

5月31日

取得 TI釧路太陽光発電所 2018年
10月1日 752 676〜951 2018年

5月31日

合計 8,524 7,610〜10,658 ―

（注1）  「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。）を記載しています。

（注2） 特定資産の調査価格は、上記「①不動産（鑑定評価）｣の不動産鑑定評価額を勘案して算出した再生可能エネルギー発電設備と不動産の
一体の価格です。

（注3） 特定資産の価格等の調査は、太陽有限責任監査法人が日本公認会計士協会 業種別委員会実務指針第23号「投資信託及び投資法人
における特定資産の価格等の調査」に基づき行っており、その調査報告書を受領しています。

③その他
　本投資法人が行った取引で、投資信託及び投資法人に関する法律第201条の定めにより価格等の調査が必要と
されたもののうち、上記「①不動産、②インフラ資産等」に記載されている取引以外の取引については、太陽有限責任
監査法人にその調査を委託しています。2018年7月1日から2018年12月31日までの対象期間中に調査対象となっ
た取引は、金利スワップ取引2件であり、当該取引については、太陽有限責任監査法人からの調査報告書を受領して
います。なお、当該調査に際しては、金利スワップ取引についての相手方の名称、通貨の種類、約定利率、取引期間そ
の他の当該金利スワップ取引の内容に関することについて調査を委託しています。
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7 経理の状況
（1）資産・負債・元本及び損益の状況等
　資産・負債・元本及び損益の状況につきましては後記、「Ⅱ.貸借対照表」、「Ⅲ.損益計算書」、「Ⅳ.投資主資本等変
動計算書」、「Ⅴ.注記表」及び「Ⅵ.金銭の分配に係る計算書」をご参照ください。

（2）減価償却額の算定方法の変更
　該当事項はありません。

（3）インフラ資産等及不動産等の評価方法の変更
　該当事項はありません。

8 その他
（1）自社設定投資信託受益証券等の状況等
　該当事項はありません。

（2）お知らせ
①投資主総会
　当期において、本投資法人の投資主総会で承認された事項の概要は、以下のとおりです。

承認日 項目 概要

2018年8月3日 第1号議案
補欠執行役員1名選任の件 補欠執行役員に荻原良紀が選任されました。

②投資法人役員会
　当期において、本投資法人の役員会で承認された契約の締結・変更等の概要は、以下のとおりです。

承認日 項目 概要

2018年8月24日 新投資口引受契約の締結

同日開催の役員会で承認された新投資口発行及
び投資口の売り出しにおいて、新投資口の募集
等に係る一般事務を野村證券株式会社及び
SMBC日興証券株式会社に委託しました。

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

（4）海外不動産保有法人及びその有する不動産の状況等
　該当事項はありません。

（4）利害関係人等との取引状況
①利害関係人等との売買取引状況

区分
売買金額等（注2）

買付額等（千円） 売付額等（千円）

総額 8,524,000 ―

利害関係人等との取引状況の内訳

株式会社アドバンテック 8,524,000 （100.0％） ― （―％）

合計 8,524,000 （100.0%） ― （―％）

（注1） 利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に
係る運用報告書等に関する規則第34条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利
害関係人等をいいます。

（注2） 上記記載の売買金額等は、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。）を記載しています。

②利害関係人等との賃貸借状況
　該当事項はありません。

③支払手数料等の金額
　該当事項はありません。

（5）資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
　本資産運用会社は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、宅地建物取引業又は不動産特定共同事
業のいずれの業務も兼業しておらず、該当する取引はありません。
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（単位：千円）

前期（ご参考） 当期

2018年6月30日 2018年12月31日

負債の部
流動負債

営業未払金 ― 4,361
短期借入金 ― 619,000
１年内返済予定の長期借入金 ― 344,310
未払金 104,218 25,398
未払費用 ― 9,832
未払法人税等 193 806
預り金 43 43
流動負債合計 104,455 1,003,752

固定負債
長期借入金 ― 4,933,690
デリバティブ債務 ― 115,187
固定負債合計 ― 5,048,877

負債合計 104,455 6,052,629
純資産の部

投資主資本
出資総額 130,000 4,274,397
剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） △6,691 9,455
剰余金合計 △6,691 9,455

投資主資本合計 123,308 4,283,853
評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 ― △115,187
評価・換算差額等合計 ― △115,187

純資産合計 ※1 123,308 4,168,665
負債純資産合計 227,764 10,221,295

Ⅱ．貸借対照表
（単位：千円）

前期（ご参考） 当期

2018年6月30日 2018年12月31日

資産の部
流動資産

現金及び預金 100,042 459,900
信託現金及び信託預金 ― 124,155
営業未収入金 ― 178,069
前払費用 ― 21,031
未収消費税等 ― 619,276
繰延税金資産 2,989 ―
流動資産合計 103,031 1,402,433

固定資産
有形固定資産
信託機械及び装置 ― 7,693,938

減価償却累計額 ― △89,234
信託機械及び装置（純額） ― 7,604,704

信託工具、器具及び備品 ― 197
減価償却累計額 ― △2
信託工具、器具及び備品（純額） ― 195

信託土地 ― 894,279
建設仮勘定 56,452 ―
有形固定資産合計 56,452 8,499,179

無形固定資産
信託借地権 ― 112,069
ソフトウエア ― 3,098
無形固定資産合計 ― 115,167

投資その他の資産
差入保証金 10,000 10,000
長期前払費用 ― 97,412
繰延税金資産 ― 16
投資その他の資産合計 10,000 107,429

固定資産合計 66,452 8,721,775
繰延資産

創立費 19,888 17,593
開業費 2,315 25,949
投資口交付費 36,076 53,543
繰延資産合計 58,280 97,086

資産合計 227,764 10,221,295
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Ⅲ．損益計算書 Ⅳ．投資主資本等変動計算書
（単位：千円）

前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

営業収益
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸収入 ※1 ― 164,906
営業収益合計 ― 164,906

営業費用
再生可能エネルギー発電設備等の賃貸費用 ※1 ― 98,194
資産運用報酬 ― 7,687
資産保管手数料 400 300
一般事務委託手数料 2,522 7,422
役員報酬 1,800 1,200
その他営業費用 301 6,712
営業費用合計 5,024 121,516

営業利益又は営業損失（△） △5,024 43,389
営業外収益

受取利息 0 0
受取保険金 ― 19
雑収入 ― 1
営業外収益合計 0 21

営業外費用
支払利息 ― 9,147
融資関連費用 ― 3,018
創立費償却 3,442 2,294
開業費償却 ― 1,365
投資口交付費償却 1,020 7,239
その他 ― 417
営業外費用合計 4,462 23,484

経常利益又は経常損失（△） △9,487 19,926
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △9,487 19,926
法人税、住民税及び事業税 193 806
法人税等調整額 △2,989 2,973
法人税等合計 △2,796 3,779
当期純利益又は当期純損失（△） △6,691 16,147
前期繰越利益又は前期繰越損失（△） ― △6,691
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） △6,691 9,455

前期（自 2017年10月10日　至 2018年6月30日）（ご参考） （単位：千円）

投資主資本

純資産
合計出資総額

剰余金

投資主資本
合計

当期未処分
利益又は

当期未処理
損失（△）

剰余金合計

当期首残高 ― ― ― ― ―

当期変動額

　新投資口の発行 130,000 130,000 130,000

　当期純損失（△） △6,691 △6,691 △6,691 △6,691

当期変動額合計 130,000 △6,691 △6,691 123,308 123,308

当期末残高 ※1　130,000 △6,691 △6,691 123,308 123,308

当期（自 2018年7月1日　至 2018年12月31日） （単位：千円）

投資主資本 評価・換算差額等

純資産
合計出資総額

剰余金

投資主資本
合計

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期未処分
利益又は

当期未処理
損失（△）

剰余金合計

当期首残高 130,000 △6,691 △6,691 123,308 ― ― 123,308

当期変動額

　新投資口の発行 4,144,397 4,144,397 4,144,397

　当期純利益 16,147 16,147 16,147 16,147

投資主資本以外の
項目の当期変動額

（純額）
△115,187 △115,187 △115,187

当期変動額合計 4,144,397 16,147 16,147 4,160,544 △115,187 △115,187 4,045,357

当期末残高 ※1
4,274,397 9,455 9,455 4,283,853 △115,187 △115,187 4,168,665
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〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

区分
前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

1．固定資産の減価
償却の方法

―

①有形固定資産
定額法を採用しています。
なお、主たる有形固定資産の減価償
却期間は以下のとおりであり、取得
日から最終耐久年月日までの期間と
同等の月数です。
信託機械及び装置

247ヶ月〜279ヶ月
信託工具、器具及び備品　8年

②無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、耐用年数は以下のとおりです。
ソフトウエア　　5年

③長期前払費用
定額法を採用しています。

2．繰延資産の処理
方法

①創立費
定額法（5年間）を採用しています。

②開業費
開業のときから5年にわたり均等償
却いたします。

③投資口交付費
定額法（3年間）を採用しています。

①創立費
同左

②開業費
定額法（5年）を採用しています。

③投資口交付費
定額法（3年）を採用しています。
なお、2018年9月26日付公募による
新投資口の発行は、引受証券会社が
発行価額で引受を行い、これを発行
価額と異なる募集価格で一般投資家
に販売する買取引受契約（「スプレッ
ド方式」といいます。）によっていま
す。 「スプレッド方式」では、募集価
格と発行価額との差額は、引受証券
会社に対する事実上の引受手数料と
なることから、本投資法人から引受
証券会社への引受手数料の支払いは
ありません。2018年9月26日付公募
による新投資口発行に際し、募集価
格 と 発 行 価 額 と の 差 額 の 総 額 は
189,441千円であり、引受証券会社
が発行価額で引受を行い、同一の募
集価格で一般投資家に販売する買取
引受契約（「従来方式」といいます。）
による新投資口発行であれば、投資

区分
前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

口交付費として処理されていたもの
です。このため、「スプレッド方式」で
は、「従来方式」に比べ、貸借対照表上
の投資口交付費は、168,392千円少
なく計上され、また経常利益及び税
引前当期純利益は、21,049千円多く
計上されています。

3．収益及び費用の
計上基準

―

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

「固定資産税等相当額」）は賃貸費用
として計上せず、当該インフラ 資産
等の取得価格に算入しています。当
期においてインフラ資産等の取得原
価に算入した固定資産税等相当額は
11,567千円です。

4．ヘッジ会計の方
法

―

①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。

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

③ヘッジ方針
本投資法人は、リスク管理の基本方
針を定めた規程に基づき、投資法人
規約に規定するリスクをヘッジする
目的で金利スワップ取引を行ってい
ます。

④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変
動 の 累 計 と ヘ ッ ジ 手 段 の キ ャ ッ
シュ・フロー変動の累計を比較し、両
者の変動額の比率を検証することに
より、ヘッジの有効性を評価してい
ます。

Ⅴ．注記表
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区分
前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

5．その他計算書類
作成のための基
本となる重要な
事項

消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっています。
なお、資産の取得に係る控除対象外
消費税等は、個々の資産の取得原価
に算入しています。

① 不動産等を信託財産とする信託受益
権に関する会計処理
保有する再生可能エネルギー発電設
備等を信託財産とする信託受益権に
ついては、信託財産内の全ての資産
及び負債勘定並びに信託財産に生じ
た全ての収益及び費用勘定について、
貸借対照表及び損益計算書の当該勘
定科目に計上しています。
なお、該当勘定科目に計上した信託
財産のうち重要性がある下記勘定科
目については、貸借対照表において
区分掲載しています。
　ⅰ　信託現金及び信託預金
　ⅱ　信託機械及び装置、信託工具、
　　　器具及び備品、信託土地
　ⅲ　信託借地権

②消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっています。

〔表示方法の変更に関する注記〕

前期（ご参考） 当期

2018年6月30日 2018年12月31日

―

「「税効果会計に係る会計基準」の一部改正」の適用
に伴う変更
「「税効果会計に係る会計基準」の一部改正」（企
業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当期
の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他
の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負
債の区分に表示する方法に変更しています。

〔貸借対照表に関する注記〕

前期（ご参考） 当期

2018年6月30日 2018年12月31日

※1．投資信託及び投資法人に関する法律第67条
第4項に定める最低純資産額

50,000千円

※1．投資信託及び投資法人に関する法律第67条
第4項に定める最低純資産額

50,000千円
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〔損益計算書に関する注記〕 （単位:千円）

前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

―

※1  再生可能エネルギー発電設備等
賃貸事業損益の内訳

A．再生可能エネルギー発電設備等
賃貸事業収益

再生可能エネルギー発電設備等
の賃貸収入
　（最低保証賃料） 152,651
　（実績連動賃料） 12,227
　（付帯収入） 26

再生可能エネルギー発電設備等 164,906
賃貸事業収益合計

B．再生可能エネルギー発電設備等
賃貸事業費用

再生可能エネルギー発電設備等
の賃貸費用
　（修繕費） 3,840
　（保険料） 1,862
　（減価償却費） 89,236
　（支払地代） 2,370
　（信託報酬） 880
　（その他賃貸事業） 3

再生可能エネルギー発電設備等 98,194
賃貸事業費用合計

C．再生可能エネルギー発電設備等賃貸 66,711
事業損益（A-B）

―

主要投資主との取引高

営業取引による取引高
　該当事項はありません。

営業取引以外による取引高
　太陽光発電設備等の取得 8,524,000

〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕

前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

1．発行可能投資口総口数及び発行済投資口の
総口数

　　発行可能投資口総口数 10,000,000口
　　発行済投資口の総口数 1,300口

1．発行可能投資口総口数及び発行済投資口の
総口数

　　発行可能投資口総口数 10,000,000口
　　発行済投資口の総口数 46,039口

〔税効果会計に関する注記〕

前期（ご参考） 当期

2018年6月30日 2018年12月31日

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別内訳

（単位：千円）
（繰延税金資産）
　　税務上の繰越欠損金 2,989
　　未払事業税損金不算入額 ―
　　繰延ヘッジ損益 ―
　繰延税金資産小計 2,989
　評価性引当額 ―
　繰延税金資産合計 2,989
繰延税金資産の純額 2,989

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別内訳

（単位：千円）
（繰延税金資産）
　　税務上の繰越欠損金 ―
　　未払事業税損金不算入額 16
　　繰延ヘッジ損益 36,387
　繰延税金資産小計 36,403
　評価性引当額 △36,387
　繰延税金資産合計 16
繰延税金資産の純額 16

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

税引前当期純損失を計上しているため、記載を
省略しています。

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

（単位：％）
法定実効税率 31.51

（調整）
支払分配金の損金算入額 △14.92
その他 2.38
税効果会計適用後の法人税等の
負担率

18.97
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〔金融商品に関する注記〕
前期（自 2017年10月10日　至 2018年6月30日）（ご参考）

1.金融商品の状況に関する事項
　（1）金融商品に対する取組方針

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

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

2.金融商品の時価等に関する事項
2018年6月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 （単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

現金及び預金 100,042 100,042 ―

資産合計 100,042 100,042 ―

未払金 104,218 104,218 ―

負債合計 104,218 104,218 ―

（注1） 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（注2） 金銭債権の決算日（2018年6月30日）後の償還予定額 （単位：千円）
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内 5年超

現金及び預金 100,042 ― ― ― ― ―
合　計 100,042 ― ― ― ― ―

当期（自 2018年7月1日　至 2018年12月31日）

1.金融商品の状況に関する事項
　（1）金融商品に対する取組方針

　本投資法人では、新たな運用資産の取得及び借入金の返済に充当する資金を、金融機関からの借入れ、又は
新投資口の発行等により調達を行います。中長期的な収益の維持及び向上並びに運用資産の規模と価値の
成長を実現するために、安定的かつ健全な財務運営を構築することを基本方針とします。デリバティブ取引は将来
の金利の変動等によるリスク回避を目的としており、金利スワップ契約又は金利キャップ契約等の締結により金利
変動リスクの軽減を図ります。 

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

　（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた
場合、当該価額が異なることもあります。なお、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に
関する契約額等については、その金額自体がデリバティブに係る市場リスクを示すものではありません。

２.金融商品の時価等に関する事項
2018年12月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 （単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（1） 現金及び預金 459,900 459,900 ―

（2） 信託現金及び信託預金 124,155 124,155 ―

（3） 営業未収入金 178,069 178,069 ―

資産合計 762,125 762,125 ―

（4） 短期借入金 619,000 619,000 ―

（5） 1年内返済予定の長期借入金 344,310 344,310 ―

（6） 長期借入金 4,933,690 4,933,690 ―

負債合計 5,897,000 5,897,000 ―

（7） デリバティブ取引 ※ （115,187） （115,187） ―

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（　）で示しています。
（注3） 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

資産
（1）現金及び預金　（2）信託現金及び信託預金　（3）営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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負債
（4）短期借入金　（5）1年内返済予定の長期借入金　（6）長期借入金
変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価格にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっていま
す。

（7）デリバティブ取引
 1． ヘッジ会計が適用されていないもの

該当事項はありません。
 2． ヘッジ会計が適用されているもの

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

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類

主な
ヘッジ対象

契約額等（千円）
（注） 時価（千円） 当該時価の算定方法

うち1年超

原則的処理
方法

金利スワップ取引
変動受取・
固定支払

長期借入金 4,588,063 4,588,063 △115,187
取引先金融機関から
提示された価格等に
よっている

（注）契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。

（注4） 金銭債権の決算日（2018年12月31日）後の償還予定額 （単位：千円）
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内 5年超

（1）現金及び預金 459,900 ― ― ― ― ―
（2）信託現金及び信託預金 124,155 ― ― ― ― ―
（3）営業未収入金 178,069 ― ― ― ― ―

合　計 762,125 ― ― ― ― ―

（注5） 借入金の決算日（2018年12月31日）後の返済予定額 （単位：千円）
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内 5年超

（4）短期借入金 619,000 ― ― ― ― ―
（5）長期借入金 344,310 345,627 323,118 327,564 330,592 3,606,789

合　計 963,310 345,627 323,118 327,564 330,592 3,606,789

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

前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

貸借対照表計上額（注2） ― ―

期首残高 ― ―

当期増減額（注3） ― 8,611,248

期末残高 ― 8,611,248

期末評価額（注4） ― 9,467,000

（注1） 本投資法人の保有している不動産は、再生可能エネルギー発電設備の用に供する不動産であるため、貸借対照表計上額及び期末評価額
については、再生可能エネルギー発電設備及び不動産の一体の金額を記載しています。

（注2）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
（注3） 当期増加額のうち主要な増加理由は太陽光発電設備5発電所の取得（8,700,484千円）によるものであり、当期減少額のうち、主要な減少

理由は減価償却費（89,236千円）の計上によるものです。
（注4） PwCサステナビリティ合同会社より取得した2018年12月31日を価格時点とするバリュエーションレポートに記載されたレンジによる評価額か

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

　なお、再生可能エネルギー発電設備等に関する2018年6月期（第1期）及び2018年12月期（第2期）における損
益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
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当期（自 2018年7月1日　至 2018年12月31日）

属性 取引先名称 住所
事業の

内容又は
職業

投資口の
所有口数

（被所有）
割合

取引の
内容

取引金額
（千円）
（注1）

科目
期末残高
（千円）
（注1）

資産運用
会社利害
関係人

株式会社アドバ
ンテック

東京都千代田区
丸の内1丁目8
番3号

製造業 （被所有）
直接4.8%

太陽光発電設
備等の取得 8,524,000

信託機械装
置、信託工
具器具備品、
信託土地、
信託借地権

―

資産保管
会社

三菱UFJ信託銀
行株式会社

東京都千代田区
丸の内1丁目4
番5号

信託銀行業 ― 一般事務委託
手数料 5,052 未払金 1,837

資産保守・
管理会社

株式会社クール
アース

東京都千代田区
丸の内1丁目8
番3号

O&M業 ― 太陽光発電設
備等の修繕 3,840 営業未払金 3,840

資産運用
会社利害
関係人

あいおいニッセ
イ同和損害保険
株式会社

東京都渋谷区恵
比寿1丁目28番
1号

損害保険業 ― 保険料 869 ― ―

（注1）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には含まれています。
（注2）取引条件の決定方法等：取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。

〔関連当事者との取引に関する注記〕
前期（自 2017年10月10日　至 2018年6月30日）（ご参考）

属性 取引先名称 住所
事業の

内容又は
職業

投資口の
所有口数

（被所有）
割合

取引の
内容

取引金額
（千円）
（注1）

科目
期末残高
（千円）
（注1）

支配
投資主

東京インフラア
セットマネジメ
ント株式会社

東京都千代田区
大手町二丁目1
番1号

投資運用業 （被所有）
直接92.3％

出資金の受入 120,000 出資総額 120,000

委託業務に
係る立替 6,826 未払金 7,368

設立企画人の
報酬 15,090 ― ―

デューデリ
ジェンス費用

の立替
14,491 未払金 15,650

資産運用
会社利害
関係人

株式会社アドバ
ンテック

東京都千代田区
丸の内1丁目8
番3号

製造業 （被所有）
直接7.7% 出資金の受入 10,000 出資総額 10,000

資産保管
会社

三菱UFJ信託銀
行株式会社

東京都千代田区
丸の内1丁目4
番5号

信託銀行業 ― 一般事務委託
手数料 1,832 未払金 658

（注1）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には含まれています。
（注2）取引条件の決定方法等：取引条件については、市場価格等を参考に決定しています。
（注3） 2018年7月31日現在は株式会社アドバンテックが支配投資主である東京インフラアセットマネジメント株式会社の投資口1,200口を取得

し、投資口の所有口数（被所有）割合は100.0％になっております。
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〔1口当たり情報に関する注記〕

前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

　　1口当たり純資産額 94,853円
　　1口当たり当期純損失（△） △5,521円

　なお、1口当たり当期純損失は、当期純損失を日
数加重平均投資口数で除することにより算定して
おります。
　また、潜在投資口調整後1口当たり当期純損失
については、潜在投資口がないため記載しており
ません。

　　1口当たり純資産額 90,546円
　　1口当たり当期純利益 654円

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

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

前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

当期純損失（△） △6,691千円
普通投資主に帰属しない金額 ―
普通投資口に係る当期純損失（△） △6,691千円
期中平均投資口数（口） 1,212口

当期純利益 16,147千円
普通投資主に帰属しない金額 ―
普通投資口に係る当期純利益 16,147千円
期中平均投資口数（口） 24,689口

〔重要な後発事象に関する注記〕
前期（自 2017年10月10日　至 2018年6月30日）（ご参考）

1.資産の取得
　本投資法人は、2018年8月7日開催の本投資法人役員会において、2018年10月1日付けで、下記のとおり、資産
の取得を行うことを決議いたしました。

物件
番号

物件名称
（注1）

所在地
（注2）

取得価格
（百万円）

（注3）
取得先

1 TI龍ヶ崎太陽光発電所 茨城県龍ヶ崎市 564 株式会社アドバンテック

2 TI牛久太陽光発電所 茨城県牛久市 884 株式会社アドバンテック

3 TI鹿沼太陽光発電所 栃木県鹿沼市 509 株式会社アドバンテック

4 TI矢吹太陽光発電所 福島県西白河郡矢吹町 5,815 株式会社アドバンテック

5 TI釧路太陽光発電所 北海道釧路郡釧路町 752 株式会社アドバンテック

ポートフォリオ合計 8,524 ―

（注1）  「TI」とは東京インフラの略称です。
（注2）  「所在地」と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、いずれも市又は町までの行政単位を記載をしています。
（注3）  「取得価格」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経費、固定資産税、

都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。）を百万円未満を切り捨てて記載しています。

当期（自 2018年7月1日　至 2018年12月31日）
　該当事項はありません。

〔一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記〕
前期（自 2017年10月10日　至 2018年6月30日）（ご参考）
　該当事項はありません。

当期（自 2018年7月1日　至 2018年12月31日）
1．引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額 （単位：千円）

発生した資産等 引当ての発生事由 一時差異等調整引当額

繰延ヘッジ損益 金利スワップ評価損の発生 9,437

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

Tokyo Infrastructure Energy Investment Corporation
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項目
前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

Ⅰ　当期未処分利益
又は当期未処理損失（△）

Ⅱ　利益超過分配金加算額
うち一時差異等調整引当額
うちその他出資総額控除額

Ⅲ　分配金の額
（投資口1口当たり分配金の額）
うち利益分配金

（うち1口当たり利益分配金）
うち一時差異等調整引当額

（うち1口当たり利益超過分配
金（一時差異等調整引当額に係
るもの））
うちその他の利益超過分配金

（うち1口当たり利益超過分配
金（その他の利益超過分配金に
係るもの））

△6,691,096円

―円
―円
―円

（―円）

9,455,988円

29,971,389円
9,437,995円

20,533,394円
29,971,389円

（651円）
0円

（0円）
9,437,995円

（205円）

20,533,394円
（446円）

Ⅳ　次期繰越利益
又は次期繰越損失（△） △6,691,096円 9,455,988円

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第38条第1項
に定める「金銭の分配の方針」に基
づき、分配金の額は利益の金額を限
度とし、租税特別措置法第67条の
15第1項に規定される本投資法人
の配当可能利益の額の金額の100
分の90に相当する金額を超えて分
配するものとしています。かかる方
針により、利益の金額がないため、
第1期は金銭の分配を行いません。
また、当期未処理損失は次期に繰り
越します。なお、本投資法人の規約
第38条第1項に定める利益を超え
た金銭の分配は行いません。

　本投資法人の規約第38条第1項
に定める「金銭の分配の方針」に基
づき、分配金の額は利益の金額を限
度とし、租税特別措置法第67条の
15第1項に規定される本投資法人
の配当可能利益の額の100分の90
に相当する金額を超えて分配する
ものとしています。
　当期は、繰延ヘッジ会計の適用に
より繰延ヘッジ損失による純資産
の評価差額△115,187,338円が発
生した結果、投資信託及び投資法人
に関する法律第136条第1項に定め
る利益の金額がマイナスになりま
したので、本投資法人の規約第38
条第1項に定める利益を超えた金
銭の分配の方針に基づき、一時差異
等調整引当額（投資法人の計算に関
する規則第2条第2項第30号に定め
るものをいいます。）に相当する金
額による分配を行います。また、そ
の他の利益超過分配金として、当期
減 価 償 却 費 計 上 額 で あ る
89,464,073円の23.0％に相当す
る金額20,533,394円を、利益を超
える金銭の分配（税法上の出資等減
少分配に該当する出資の払戻し）と
して分配することとしました。この
結果、投資口1口当たりの分配金は
651円となります。

Ⅵ．金銭の分配に係る計算書 Ⅶ．監査報告書

Tokyo Infrastructure Energy Investment Corporation
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〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕（参考情報）

期別

項目

前期（ご参考） 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

キャッシュ・フロー
計算書における
資金の範囲

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

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

〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕（参考情報）

前期 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

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

（単位：千円）
現金及び預金 100,042

現金及び現金同等物 100,042

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

（単位：千円）
現金及び預金 459,900
信託現金及び信託預金 124,155
現金及び現金同等物 584,056

Ⅷ．キャッシュ・フロー計算書（参考情報）
（単位：千円）

前期 当期

自 2017年10月10日
至 2018年 6月30日

自 2018年 7月 1日
至 2018年12月31日

営業活動によるキャッシュ･フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △9,487 19,926
減価償却費 ― 89,464
創立費償却 3,442 2,294
開業費償却額 ― 1,365
投資口交付費償却 1,020 7,239
受取利息 0 △0
支払利息 ― 9,147
営業未収入金の増減額（△は増加） ― △178,069
未収消費税等の増減額（△は増加） ― △619,276
前払費用の増減額（△は増加） ― △21,031
長期前払費用の増減額（△は増加） ― △97,412
営業未払金の増減額（△は減少） ― 4,163
未払金の増減額（△は減少） 1,617 22,371
未払費用の増減額（△は減少） ― 9,435
預り金の増減額（△は減少） 43 ―
小計 △3,363 △750,381
利息の受取額 0 0
利息の支払額 ― △8,749
法人税等の支払額 0 △193
営業活動によるキャッシュ･フロー △3,363 △759,324

投資活動によるキャッシュ･フロー
信託有形固定資産の取得による支出 ― △8,587,197
信託無形固定資産の取得による支出 ― △112,069
無形固定資産の取得による支出 ― △3,326
創立費の支払による支出 △16,297 △7,033
開業費の支払による支出 ― △27,315
差入保証金の差入による支出 △10,000 ―
投資活動によるキャッシュ･フロー △26,297 △8,736,941

財務活動によるキャッシュ･フロー
短期借入れによる収入 ― 619,000
長期借入れによる収入 ― 5,280,000
長期借入金の返済による支出 ― △2,000
投資口の発行による収入 130,000 4,144,397
投資口交付費の支払による支出 △297 △61,117
財務活動によるキャッシュ･フロー 129,703 9,980,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100,042 484,013
現金及び現金同等物の期首残高 ― 100,042
現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 100,042 584,056

（注） キャッシュ･フロー計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成し、参考情
報として添付しています。このキャッシュ･フロー計算書は、投資信託及び投資法人に関する法律第130条の規定に基づく会計監査人の監査
対象ではないため、会計監査人の監査は受けておりません。
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Tokyo Infrastructure Energy Investment Corporation

財務状況／投資主インフォメーション 2018年12月31日現在

Financial Information / Information of Unitholders 

▪長期借入金の状況（借入金比率） ▪IRカレンダー

▪投資主メモ

▪投資主の構成

▪投資口価格の推移

株式会社三井住友銀行
（30.58%）

長期借入金
5,278百万円

株式会社新生銀行
（30.58%）

株式会社中国銀行
（18.95%）

株式会社徳島銀行
（9.47%）

株式会社伊予銀行
（5.68%）

株式会社高知銀行
（4.74%）

所有者別投資主数
4,140名

個人・その他
4,041名
（97.61％）

金融機関
（金融商品
取引業者含む）
17名
（0.41％）

その他国内法人
72名（1.74％）

外国法人等 10名（0.24％）

所有者別投資口数
46,039口

個人・その他
37,350口
（81.13％）

金融機関
（金融商品
取引業者含む）
3,928口
（8.53％）

その他国内法人
4,621口
（10.04％）

外国法人等 140口（0.30％）

（円） （口）

2018年
9月末

2018年
10月末

2018年
11月末

2018年
12月末
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■ 出来高（右軸）投資口価格（左軸）

借入先 借入残高（注）

株式会社三井住友銀行 1,614百万円

株式会社新生銀行 1,614百万円

株式会社中国銀行 1,000百万円

株式会社徳島銀行 500百万円

株式会社伊予銀行 300百万円

株式会社高知銀行 250百万円

6月期決算期日 6月期決算発表
12月期分配金支払開始

12月期資産運用報告発送

12月期決算発表 6月期分配金支払開始
6月期資産運用報告発送

12月期決算期日

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

決算期日 毎年6月末日、12月末日

分配金支払確定基準日 毎年6月末日、12月末日
（分配金は支払確定基準日より3か月以内にお支払します。）

上場金融商品取引所 東京証券取引所（銘柄コード：9285）
投資主総会 原則として、2年に1回以上開催
公告掲載新聞 日本経済新聞

投資主名簿等管理人

三菱UFJ信託銀行株式会社
［郵送/電話照会先］
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
TEL 0120-232-711（フリーダイヤル）

（受付時間 9：00〜17：00 土・日・祝祭日を除く）

分配金について
「分配金」は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行・郵便局にお持ちいただくことでお受け取りいただけ
ます。受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三菱UFJ信託銀行株式会
社証券代行部へご郵送いただくか、同銀行の本支店窓口にてお受け取り下さい。また、今後の分配金に
関して、銀行振込のご指定等の手続きをご希望の方はお取引証券会社へご連絡下さい。なお、分配金は、
本投資法人規約の規定により、分配金支払開始の日から満3年を経過しますとお支払できなくなりますの
で、お早めにお受け取り下さい。

投資口に関する「マイナンバー制度」のご案内
市区町村から通知されたマイナンバーは、投資口の税務関係の
お手続きで必要となります。このため、投資主様から、お取引の証
券会社等へマイナンバーをお届けいただく必要がございます。

▪ホームページのご案内
東京インフラ・エネルギー投資法人では、ホームページを通じて、最新情
報、決算情報や予想分配金の情報など様々な情報を公開しています。
また、スマートフォンからもご覧いただけます。

https://www.tokyo-infra.com/

（注）長期借入金
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