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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 
2018年９月26日に提出いたしました第２期（自 2017年10月１日 至 2018年６月30日）有価証券報告書の記載事

項のうち、主要な経営指標等の推移に記載の総資産額及び純資産額の対前期比に関し、計算方法は正しかったものの、

計算の過程で誤った数字を入力したことにより実際の計算結果を間違え、その後の確認過程においてもこれらの誤り

を発見できずそのまま当該誤った数値が記載されたうえで開示されたことが、第３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。 

 

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 

（１） 主要な経営指標等の推移 

 

 

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】 

（１）【主要な経営指標等の推移】 

<訂正前＞ 

① 主要な経営指標等の推移 

期別 第１期 第２期 

決算年月 2017年９月 2018年６月 

営業収益 （百万円） - 2,023 

（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） - 2.023 

営業費用 （百万円） 5 1,178 

（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） - 1,066 

営業利益又は営業損失（△） （百万円） △5 845 

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △49 331 

当期純利益又は純損失（△） （百万円） △49 330 

出資総額 （百万円） 150 17,315 

発行済投資口の総口数 （口） 1,500 182,190 

総資産額 （百万円） 101 35,841 

（対前期比） （％） - 35,425.0 

純資産額 （百万円） 100 17,596 

（対前期比） （％） - 17,492.2 

有利子負債額 （百万円） - 18,103 

１口当たり純資産額（基準価額） （円） 67,065 96,583 

１口当たり当期純利益又は１口当たり当期純損失（△） （円） △32,934 2,007 

分配金総額 （百万円） - 428 

１口当たり分配金 （円） - 2,350 

（うち１口当たり利益分配金） （円） - 1,542 

（うち１口当たり利益超過分配金） （円） - 808 

総資産経常利益率（注４） （％） △39.3 1.8 

（年換算値）（注12） （％） △105.4 2.8 

自己資本利益率（注５） （％） △39.4 3.7 

（年換算値）（注12） （％） △105.8 5.6 

自己資本比率（注６） （％） 99.4 49.1 

（対前期増減） （％） - △50.3 

配当性向（注７） （％） - 76.9 

［その他参考情報］    

当期運用日数（注１） （日） 136 244 

期末投資物件数 （件） - 15 

減価償却費 （百万円） - 743 

資本的支出額 （百万円） - - 

賃貸NOI（Net Operating Income）（注８） （百万円） - 1,700 

FFO（Funds from Operation）（注９） （百万円） △49 1,074 

１口当たりFFO（注10） （円） △32,934 5,895 

期末総資産有利子負債比率（注11） （％） - 50.5 

（後略） 
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<訂正後＞ 
① 主要な経営指標等の推移 

期別 第１期 第２期 

決算年月 2017年９月 2018年６月 

営業収益 （百万円） - 2,023 

（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） - 2.023 

営業費用 （百万円） 5 1,178 

（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） - 1,066 

営業利益又は営業損失（△） （百万円） △5 845 

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △49 331 

当期純利益又は純損失（△） （百万円） △49 330 

出資総額 （百万円） 150 17,315 

発行済投資口の総口数 （口） 1,500 182,190 

総資産額 （百万円） 101 35,841 

（対前期比） （％） - 35,386.1 

純資産額 （百万円） 100 17,596 

（対前期比） （％） - 17,496.0 

有利子負債額 （百万円） - 18,103 

１口当たり純資産額（基準価額） （円） 67,065 96,583 

１口当たり当期純利益又は１口当たり当期純損失（△） （円） △32,934 2,007 

分配金総額 （百万円） - 428 

１口当たり分配金 （円） - 2,350 

（うち１口当たり利益分配金） （円） - 1,542 

（うち１口当たり利益超過分配金） （円） - 808 

総資産経常利益率（注４） （％） △39.3 1.8 

（年換算値）（注12） （％） △105.4 2.8 

自己資本利益率（注５） （％） △39.4 3.7 

（年換算値）（注12） （％） △105.8 5.6 

自己資本比率（注６） （％） 99.4 49.1 

（対前期増減） （％） - △50.3 

配当性向（注７） （％） - 76.9 

［その他参考情報］    

当期運用日数（注１） （日） 136 244 

期末投資物件数 （件） - 15 

減価償却費 （百万円） - 743 

資本的支出額 （百万円） - - 

賃貸NOI（Net Operating Income）（注８） （百万円） - 1,700 

FFO（Funds from Operation）（注９） （百万円） △49 1,074 

１口当たりFFO（注10） （円） △32,934 5,895 

期末総資産有利子負債比率（注11） （％） - 50.5 

（後略） 

 


