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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

2017年12月22日に提出いたしました第１期（自 2017年５月18日 至 2017年９月30日）有価証券報告書

（2018年４月27日付をもって提出した有価証券報告書の訂正報告書により訂正済み）の記載事項のうち、本投資

法人の運用資産の賃借人であるティーダ・パワー06合同会社ほか12社につき、2017年11月１日付で各社が本投資

法人の資産運用会社の親会社の連結対象から除外されたことに伴い、投資法人の特定関係法人ではなくなったこ

と、並びに投資主名簿等管理人の報酬の一部に誤記があったことが、第２期決算作業を行う過程で判明したこと

から、これらの事項の訂正を行うため、本訂正報告書を提出するものであります。なお、上記賃借人各社は、

2017年12月18日付でティーダ・パワー01合同会社を存続法人とする合併を行っております。 

 

２【訂正事項】 

第一部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

１ 投資法人の概況 

（3） 投資法人の仕組み 

４ 手数料等及び税金 

（3） 管理報酬等 

第二部 投資法人の詳細情報 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

（5） その他 

第４ 関係法人の状況 

２ その他の関係法人の概況 

 

３【訂正箇所】 

訂正箇所は   罫で示してあります。 
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第一部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】 

１【投資法人の概況】 

（３）【投資法人の仕組み】 

＜訂正前＞ 

①  本投資法人の仕組図 

 

 

 

 

 

(イ) 資産運用委託契約 

(ロ) 投資主名簿等管理事務委託契約／一般事務委託及び資産保管委託契約 

(ハ) 業務委託基本契約／業務委託契約（会計帳簿作成事務）／業務委託契約（計算事務） 

(ニ) スポンサー・サポート契約 

(ホ) 資産等譲渡契約／発電設備等賃貸借契約／オペレーター管理業務委託契約 

(ヘ) アセットマネジメント業務委託契約 

（中略） 

100% 
株式 
保有 

 投資主名簿等管理人 

機関運営事務等受託者 

資産保管会社 

投資主総会 

三井住友信託銀行株式会社 

役員会 

執行役員：大竹 喜久 

監督役員：髙部 道彦 

監督役員：半田 高史 

太陽有限責任監査法人 

(ロ)

本投資法人 

会計監査人 

本資産運用会社の親会社 

／スポンサー／オペレーター 

カナディアン・ソーラー・ 

プロジェクト株式会社 

本資産運用会社 

カナディアン・ソーラー・ 

アセットマネジメント株式会社
(ニ)

(イ)

 
カナディアン・ソーラー・インク 

本資産運用会社の親会社 

賃借人 

 
ティーダ・パワー06合同会社 

ほか12社 

(ホ)

(ヘ) 

会計事務等に関する 

一般事務受託者 

EY税理士法人 

(ハ)

100% 
株式 
保有 
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③  上記以外の本投資法人の関係法人 

カナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株

式会社(注１) 

本資産運用会社の 

親会社／スポンサー 

保有資産の全部のオペ

レーター 

 

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、2017年９月22日付でスポンサー・サポート契約

（以下「スポンサー・サポート契約」といいます。）を締結してい

ます。詳細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３

管理及び運営 １ 資産管理等の概要 （５） その他 ④ 関係法人

との契約の更改等に関する手続 (ニ)本資産運用会社の親会社／ス

ポンサー：カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社」をご

参照ください。また、保有資産の賃借人との間で2017年９月22日付

で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づき、2017年10

月31日付で、本投資法人の保有資産の全部について、オペレーター

（運用資産の運営に関する事項を主導的に決定する者として東京証

券取引所の有価証券上場規程及び同施行規則に定める者をいいま

す。以下同じです。）となっています。 

カナディアン・ソー

ラー・インク(注２) 

本資産運用会社の 

親会社 

本資産運用会社のすべての株式を保有するカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社の株式のすべてを保有しています。 

 

ティーダ・パワー06 

合同会社ほか12社 

(注３) 

保有資産の売主 

保有資産の賃借人 

本投資法人との間で2017年９月22日付で締結した資産等譲渡契約

に基づき、2017年10月31日付で、本投資法人に対して保有資産を譲

渡しました。 

また、本投資法人との間で2017年９月22日付で締結した発電設備

等賃貸借契約に基づき、2017年10月31日付で、本投資法人から各保

有資産を賃借しています。 

更に、本投資法人との間で2017年９月22日付で締結したオペレー

ター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト

株式会社との間で2017年９月22日付で締結したアセット・マネジメ

ント業務委託契約に基づき、2017年10月31日付で、本投資法人の各

保有資産について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会

社をオペレーターとして選定しています。 

(注１)  カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社は、本資産運用会社の親会社（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。その後の改正を含みます。以下同じです。）第８条第３項に規定する親会社をいいます。以下同

じです。）であり、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。）第12

条第３項に定める本資産運用会社の特定関係法人に該当します。カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間の取引の

概要については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 (５) その他 ④ 関係法人と

の契約の更改等に関する手続 (ニ) 本資産運用会社の親会社／スポンサー：カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社」

をご参照ください。 

(注２)  カナディアン・ソーラー・インクは、本資産運用会社の親会社であり、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第12条第

３項に定める本資産運用会社の特定関係法人に該当します。 

(注３)  下表に記載のティーダ・パワー06合同会社ほか12社は、いずれも本資産運用会社の利害関係人等（投信法第201条第１項に規定す

る利害関係人等をいいます。）のうち、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第29条の３

第３項第１号の取引を行い、又は行った法人であり、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第12条第３項に定める本資産

運用会社の特定関係法人（以下「特定関係法人」といいます。）に該当します。 

 
取引対象物件名称 特定関係法人名 

CS志布志市発電所 ティーダ・パワー06合同会社 

CS伊佐市発電所 ティーダ・パワー05合同会社 

CS笠間市発電所 CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA株式会社 

CS伊佐市第二発電所 ティーダ・パワー10合同会社 

CS湧水町発電所 ティーダ・パワー09合同会社 

CS伊佐市第三発電所 ティーダ・パワー02合同会社 

CS笠間市第二発電所 CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2株式会社 

CS日出町発電所 ティーダ・パワー25合同会社 

CS芦北町発電所 ティーダ・パワー07合同会社 

CS南島原市発電所（東）、同発電所（西） ティーダ・パワー01合同会社 

CS皆野町発電所 ユニバージー06合同会社 

CS函南町発電所 CLEAN SANGONERA株式会社 

CS益城町発電所 ティーダ・パワー22合同会社 
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＜訂正後＞ 

①  本投資法人の仕組図 

 

 

 

 

(イ) 資産運用委託契約 

(ロ) 投資主名簿等管理事務委託契約／一般事務委託及び資産保管委託契約 

(ハ) 業務委託基本契約／業務委託契約（会計帳簿作成事務）／業務委託契約（計算事務） 

(ニ) スポンサー・サポート契約 

(ホ)及び(へ)の全文削除 

（中略） 

100% 
株式 
保有 

 投資主名簿等管理人 

機関運営事務等受託者 

資産保管会社 

投資主総会 

三井住友信託銀行株式会社 

役員会 

執行役員：大竹 喜久 

監督役員：髙部 道彦 

監督役員：半田 高史 

太陽有限責任監査法人 

(ロ) 

本投資法人 

会計監査人 

本資産運用会社の親会社 

／スポンサー／オペレーター 

カナディアン・ソーラー・ 

プロジェクト株式会社 

本資産運用会社 

カナディアン・ソーラー・ 

アセットマネジメント株式会社
(ニ) 

(イ)

カナディアン・ソーラー・インク 

本資産運用会社の親会社 

会計事務等に関する 

一般事務受託者 

EY税理士法人 

(ハ) 

100% 
株式 
保有 
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③  上記以外の本投資法人の関係法人 

カナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株

式会社(注１) 

本資産運用会社の 

親会社／スポンサー 

保有資産の全部のオペ

レーター 

 

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、2017年９月22日付でスポンサー・サポート契約

（以下「スポンサー・サポート契約」といいます。）を締結してい

ます。詳細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３

管理及び運営 １ 資産管理等の概要 （５） その他 ④ 関係法人

との契約の更改等に関する手続 (ニ)本資産運用会社の親会社／ス

ポンサー：カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社」をご

参照ください。また、保有資産の賃借人との間で2017年９月22日付

で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づき、2017年10

月31日付で、本投資法人の保有資産の全部について、オペレーター

（運用資産の運営に関する事項を主導的に決定する者として東京証

券取引所の有価証券上場規程及び同施行規則に定める者をいいま

す。以下同じです。）となっています。 

カナディアン・ソー

ラー・インク(注２) 

本資産運用会社の 

親会社 

本資産運用会社のすべての株式を保有するカナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社の株式のすべてを保有しています。 

 

本欄の全文削除 本欄の全文削除 本欄の全文削除 

(注１)  カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社は、本資産運用会社の親会社（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。その後の改正を含みます。以下同じです。）第８条第３項に規定する親会社をいいます。以下同

じです。）であり、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。）第12

条第３項に定める本資産運用会社の特定関係法人に該当します。カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間の取引の

概要については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 (５) その他 ④ 関係法人と

の契約の更改等に関する手続 (ニ) 本資産運用会社の親会社／スポンサー：カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社」

をご参照ください。 

(注２)  カナディアン・ソーラー・インクは、本資産運用会社の親会社であり、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第12条第

３項に定める本資産運用会社の特定関係法人に該当します。 

(注３)の全文削除 
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４【手数料等及び税金】 

（３）【管理報酬等】 

＜訂正前＞ 

（前略） 

③ 投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社への支払手数料 

（中略） 

(イ)  投資主名簿等管理人の報酬 

a.  本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記「委託事務手数料表」に定

める手数料を支払います。ただし、後記「委託事務手数料表」に定めのないものについては、本投

資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、合意により決定

します。 

 

(委託事務手数料表） 

I. 経常事務手数料 

（中略） 

項 目 手数料率 対象事務の内容 

諸通知発送 

手 数 料 

(１) 封入発送料 

   封入物２種まで  １通につき  5円

          １種増すごとに 5円加算

(２) 封入発送料(手封入の場合） 

   封入物２種まで  １通につき  40円

          １種増すごとに15円加算

(３) 葉書発送料     １通につき  10円

(４) シール葉書発送料  １通につき  20円

(５) 宛名印字料     １通につき  15円

(６) 照 合 料     １件につき  10円

(７) ラベル貼付料    １通につき  10円

・招集通知、決議通知等の封入、

発送、選別及び書留受領証の作

成 

 

 

・葉書、シール葉書の発送 

・諸通知等発送のための宛名印字

・２種以上の封入物についての照

合 

・宛名ラベルの送付物への貼付 

 

 

（後略） 
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＜訂正後＞ 

（前略） 

③ 投資主名簿等管理人、機関運営事務等受託者及び資産保管会社への支払手数料 

（中略） 

(イ)  投資主名簿等管理人の報酬 

a.  本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記「委託事務手数料表」に定

める手数料を支払います。ただし、後記「委託事務手数料表」に定めのないものについては、本投

資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上、合意により決定

します。 

 

(委託事務手数料表） 

I. 経常事務手数料 

（中略） 

項 目 手数料率 対象事務の内容 

諸通知発送 

手 数 料 

(１) 封入発送料 

   封入物２種まで  １通につき  25円

          １種増すごとに 5円加算

(２) 封入発送料(手封入の場合） 

   封入物２種まで  １通につき  40円

          １種増すごとに15円加算

(３) 葉書発送料     １通につき  10円

(４) シール葉書発送料  １通につき  20円

(５) 宛名印字料     １通につき  15円

(６) 照 合 料     １件につき  10円

(７) ラベル貼付料    １通につき  10円

・招集通知、決議通知等の封入、

発送、選別及び書留受領証の作

成 

 

 

・葉書、シール葉書の発送 

・諸通知等発送のための宛名印字

・２種以上の封入物についての照

合 

・宛名ラベルの送付物への貼付 

 

 

（後略） 
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第二部【投資法人の詳細情報】 

第３【管理及び運営】 

１【資産管理等の概要】 

（５）【その他】 

＜訂正前＞ 

（前略） 

④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

（中略） 

(ホ)  保有資産の売主／保有資産の賃借人：ティーダ・パワー06合同会社ほか12社 

下表に記載のティーダ・パワー06合同会社ほか12社と資産等譲渡契約及び発電設備等賃貸借契約を

締結しています。当該資産等譲渡契約の売買代金額については、前記「第一部ファンド情報 第１ 

ファンドの状況 １ 投資法人の概況 (１) 主要な経営指標等の推移 ② 事業の概況 （ハ） 決算

後に生じた重要な事実」をご参照ください。 

 

取引対象物件名称 特定関係法人名 

CS志布志市発電所 ティーダ・パワー06合同会社 

CS伊佐市発電所 ティーダ・パワー05合同会社 

CS笠間市発電所 CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA株式会社 

CS伊佐市第二発電所 ティーダ・パワー10合同会社 

CS湧水町発電所 ティーダ・パワー09合同会社 

CS伊佐市第三発電所 ティーダ・パワー02合同会社 

CS笠間市第二発電所 CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2株式会社 

CS日出町発電所 ティーダ・パワー25合同会社 

CS芦北町発電所 ティーダ・パワー07合同会社 

CS南島原市発電所（東）、同発電所（西） ティーダ・パワー01合同会社 

CS皆野町発電所 ユニバージー06合同会社 

CS函南町発電所 CLEAN SANGONERA株式会社 

CS益城町発電所 ティーダ・パワー22合同会社 

 

(ヘ)  関係法人との契約の変更に関する開示の方法 

関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される

場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、

投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅

滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

（後略） 

 
＜訂正後＞ 

（前略） 

④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

（中略） 

(ホ)  関係法人との契約の変更に関する開示の方法 

関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される

場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、

投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅

滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

（後略） 
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第４【関係法人の状況】 

２【その他の関係法人の概況】 

＜訂正前＞ 

（前略） 

D  本資産運用会社の親会社 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

カナディアン・ソーラー・インク 

545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario, Canada N1K 1E6 

②  資本金の額 

2017年９月末日現在  7.02億米ドル（78,673百万円） 

(注)  アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2017年11月末日現在の株式会社みずほ銀行

の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝112.07円）を用いています。以下同じです。 

③  事業の内容 

①モジュール(Module)事業（太陽電池モジュール、セル、ウェハー等や太陽光発電設備のシステム部品

等のデザイン、開発、製造及び販売等）、②エネルギー(Energy)事業（太陽光発電所の開発プロジェクト、

建設及び販売、EPCサービス及びO&Mサービス等の提供、並びに太陽光発電所の保有及び売電事業等）を営

んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

該当事項はありません。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とカナディアン・ソーラー・インクとの間には資本関係はありません。 

 

E  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー06合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS志布志市発電所を譲渡しました。また、発電設備等賃

貸借契約に基づき、本投資法人からCS志布志市発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結

したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結し

たアセットマネジメント業務委託契約に基づき、CS志布志市発電所について、カナディアン・ソーラー・

プロジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー06合同会社との間には資本関係はありません。 

 

F  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー05合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 
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②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS伊佐市発電所を譲渡しました。また、発電設備等賃貸

借契約に基づき、本投資法人からCS伊佐市発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結した

オペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したア

セットマネジメント業務委託契約に基づき、CS伊佐市発電所について、カナディアン・ソーラー・プロ

ジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー05合同会社との間には資本関係はありません。 

 

G  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  10万円 

③  事業の内容 

太陽光・風力等のクリーンエネルギー開発その他のエネルギー事業全般に係る施設の開発、製造、設置、

運営、管理、売買、賃貸借、リース等を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS笠間市発電所を譲渡しました。また、発電設備等賃貸

借契約に基づき、本投資法人かCS笠間市発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結したオ

ペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したア

セットマネジメント業務委託契約に基づき、CS笠間市発電所について、カナディアン・ソーラー・プロ

ジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とCASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA株式会社との間には資本関係はありま

せん。 

 

H  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー10合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS伊佐市第二発電所を譲渡しました。また、発電設備等
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賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS伊佐市第二発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で

締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締

結したアセットマネジメント業務委託契約に基づき、CS伊佐市第二発電所について、カナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー10合同会社との間には資本関係はありません。 

 

I  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー09合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS湧水町発電所を譲渡しました。また、発電設備等賃貸

借契約に基づき、本投資法人からCS湧水町発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結した

オペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したア

セットマネジメント業務委託契約に基づき、CS湧水町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロ

ジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー09合同会社との間には資本関係はありません。 

 

J  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー02合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS伊佐市第三発電所を譲渡しました。また、発電設備等

賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS伊佐市第三発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で

締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締

結したアセットマネジメント業務委託契約に基づき、CS伊佐市第三発電所について、カナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー02合同会社との間には資本関係はありません。 
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K  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

CASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  10万円 

③  事業の内容 

太陽光・風力等のクリーンエネルギー開発その他のエネルギー事業全般に係る施設の開発、製造、設置、

運営、管理、売買、賃貸借、リース等を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS笠間市第二発電所を譲渡しました。また、発電設備等

賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS笠間市第二発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で

締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締

結したアセットマネジメント業務委託契約に基づき、CS笠間市第二発電所について、カナディアン・ソー

ラー・プロジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とCASTILLA CLEAN ENERGIES TSUKUBA2株式会社との間には資本関係はあり

ません。 

 

L  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー25合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS日出町発電所を譲渡しました。また、発電設備等賃貸

借契約に基づき、本投資法人からCS日出町発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結した

オペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したア

セットマネジメント業務委託契約に基づき、CS日出町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロ

ジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー25合同会社との間には資本関係はありません。 

 

M  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー07合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 
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③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS芦北町発電所を譲渡しました。また、発電設備等賃貸

借契約に基づき、本投資法人からCS芦北町発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結した

オペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したア

セットマネジメント業務委託契約に基づき、CS芦北町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロ

ジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー07合同会社との間には資本関係はありません。 

 

N  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー01合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS南島原市発電所（東）、同発電所（西）を譲渡しまし

た。また、発電設備等賃貸借契約に基づき、本投資法人からCS南島原市発電所（東）、同発電所（西）を

賃借しています。更に、本投資法人との間で締結したオペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・

ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したアセットマネジメント業務委託契約に基づき、CS南島

原市発電所（東）、同発電所（西）について、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社をオペ

レーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー01合同会社との間には資本関係はありません。 

 

O  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ユニバージー06合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS皆野町発電所を譲渡しました。また、発電設備賃等貸

借契約に基づき、本投資法人からCS皆野町発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結した

オペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したア

セットマネジメント業務委託契約に基づき、CS皆野町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロ
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ジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とユニバージー06合同会社との間には資本関係はありません。 

 

P  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

CLEAN SANGONERA株式会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS函南町発電所を譲渡しました。また、発電設備等賃貸

借契約に基づき、本投資法人からCS函南町発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結した

オペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したア

セットマネジメント業務委託契約に基づき、CS函南町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロ

ジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とCLEAN SANGONERA株式会社との間には資本関係はありません。 

 

Q  本資産運用会社の利害関係人等 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

ティーダ・パワー22合同会社 

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビル50階 

②  資本金の額 

2017年８月24日現在  １円 

③  事業の内容 

再生可能エネルギー施設の開発、取得、建設、所有及び運営、発電及び電力の売買を営んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

資産等譲渡契約に基づき、本投資法人に対してCS益城町発電所を譲渡しました。また、発電設備等賃貸

借契約に基づき、本投資法人からCS益城町発電所を賃借しています。更に、本投資法人との間で締結した

オペレーター管理業務委託契約及びカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社との間で締結したア

セットマネジメント業務委託契約に基づき、CS益城町発電所について、カナディアン・ソーラー・プロ

ジェクト株式会社をオペレーターとして選定しています。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とティーダ・パワー22合同会社との間には資本関係はありません。 
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＜訂正後＞ 

（前略） 

D  本資産運用会社の親会社 

(１)  名称、資本金の額及び事業の内容 

①  名称 

カナディアン・ソーラー・インク 

545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario, Canada N1K 1E6 

②  資本金の額 

2017年９月末日現在  7.02億米ドル（78,673百万円） 

(注)  アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2017年11月末日現在の株式会社みずほ銀行

の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝112.07円）を用いています。以下同じです。 

③  事業の内容 

①モジュール(Module)事業（太陽電池モジュール、セル、ウェハー等や太陽光発電設備のシステム部品

等のデザイン、開発、製造及び販売等）、②エネルギー(Energy)事業（太陽光発電所の開発プロジェクト、

建設及び販売、EPCサービス及びO&Mサービス等の提供、並びに太陽光発電所の保有及び売電事業等）を営

んでいます。 

 

(２)  関係業務の概要 

該当事項はありません。 

 

(３)  資本関係 

本書の日付現在、本投資法人とカナディアン・ソーラー・インクとの間には資本関係はありません。 

 

EないしQの全文削除 


