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取締役兼財務経理部長 日置 敬介
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【届出の対象とした募集（売出）内国

投資証券に係る投資法人の名称】 

エネクス・インフラ投資法人

【届出の対象とした募集（売出）内国

投資証券の形態及び金額】 

形態：投資証券 

発行価額の総額：一般募集      20,406,000,000円 

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 

1,188,000,000円 
(注1) 発行価額の総額は、2020年10月28日（水）現在の株式会社東京証券取引所にお

ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 

ただし、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、

当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集にお

ける発行価格の総額は、上記の金額とは異なります。 

(注2) 売出価額の総額は、2020年10月28日（水）現在の株式会社東京証券取引所にお

ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

安定操作に関する事項 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場

投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるとき

は、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作

取引が行われる場合があります。

2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場

を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所で

す。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町2番1号） 
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】 

2020年11月10日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先であ

る伊藤忠エネクス株式会社及び三井住友信託銀行株式会社の状況等に関する事項を追加するた

め、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。 

２【訂正事項】 

第一部 証券情報 

第1  内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。） 

1  募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集） 

(15)手取金の使途

(16)その他

第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

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【証券情報】 

第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】 

１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）】 

（１５）【手取金の使途】

＜訂正前＞

（前略） 
(注1) 本グリーンファイナンス・フレームワークについては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 4 グリーン投資口

（“グリーンエクイティ”）」をご参照ください。 

（後略） 

＜訂正後＞ 

（前略） 
(注1) 本グリーンファイナンス・フレームワークについては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 5 グリーン投資口

（“グリーンエクイティ”）」をご参照ください。 

（後略） 

（１６）【その他】

＜訂正前＞

（前略） 

⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である伊藤

忠エネクス及び三井住友信託銀行（以下、総称して「指定先」ということがありま

す。）に対し、国内一般募集の対象となる本投資口のうち、それぞれ、5,916口及び

1,834口を販売する予定です。

＜訂正後＞ 

（前略） 

⑥ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である伊藤

忠エネクス及び三井住友信託銀行（以下、総称して「指定先」ということがありま

す。）に対し、国内一般募集の対象となる本投資口のうち、それぞれ、5,916口及び

1,834口を販売する予定です。

指定先の状況等については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 4

販売先の指定について」をご参照ください。
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】 
＜訂正前＞ 

（前略） 

3 売却・追加発行等の制限 

(1) グローバル・オファリングに関し、指定先に対し、単独グローバル・コーディネーター及び

国内共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日からグローバル・オファリングの受渡期日

以降180日を経過する日までの期間、単独グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹

事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の売却等（ただし、オーバー

アロットメントによる売出しに伴うＳＭＢＣ日興証券株式会社への本投資口の貸付け等を除

きます。）を行わない旨を約するよう要請する予定です。

上記の場合において、単独グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社は、そ

の裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を

有する予定です。 

（中略） 

4 グリーン投資口（“グリーンエクイティ”） 

（後略） 

＜訂正後＞ 

（前略） 

3 売却・追加発行等の制限 

(1) グローバル・オファリングに関し、指定先は、単独グローバル・コーディネーター及び国内

共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日からグローバル・オファリングの受渡期日以降

180日を経過する日までの期間、単独グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会

社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の売却等（ただし、オーバーア

ロットメントによる売出しに伴うＳＭＢＣ日興証券株式会社への本投資口の貸付け等を除き

ます。）を行わない旨を合意します。

上記の場合において、単独グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社は、そ

の裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を

有します。 

（中略） 
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4 販売先の指定について 

(1)指定先の状況

a. 指定先の概
要 

名称 伊藤忠エネクス株式会社 

本店の所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 

代表者の役職及び
氏名 代表取締役社長 岡田 賢二 

直近の有価証券報
告書等の提出日 

有価証券報告書 
第60期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 
2020年6月17日 関東財務局長に提出 

四半期報告書 
第61期第1四半期（自 2020年4月1日 至 2020年6月30日） 
2020年8月12日 関東財務局長に提出 

四半期報告書 
第61期第2四半期（自 2020年7月1日 至 2020年9月30日） 
2020年11月11日 関東財務局長に提出 

b. 本投資法人
と指定先との
間の関係 

出資関係 

本投資法人が保有している指定先の
株式の数（2020年11月11日現在） － 

指定先が保有している本投資口の数
（2020年11月11日現在） 2,370口 

人事関係 本投資法人と指定先との間には、人事関係はありません。 

資金関係 本投資法人と指定先との間には、資金関係はありません。 

技術又は取引等の
関係 

指定先は、本投資法人との間でスポンサー・サポート契約を締結
しています。 

c. 指定先の選定理由
指定先は本資産運用会社の親会社であり、本投資法人の投資主の
利益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、指定先
として選定しています。 

d. 販売しようとする本投資口の数 5,916口 

e. 投資口の保有方針
本投資法人及び本資産運用会社は、指定先より、指定先が保有し
た投資口については、特段の事情がない限り、保有を継続する意
向であることを確認しています。 

f. 払込みに要する資金等の状況

本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告書等にて、
貸借対照表及び連結貸借対照表における現金及び預金を確認する
ことにより、指定先が上記5,916口の払込みに要する資金を有し
ていると判断しています。 

g. 指定先の実態
2020年11月11日現在、指定先は、東京証券取引所市場第一部に上
場していることから、特定団体等との関係を有していないものと
判断しています。 
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a. 指定先の概
要 

名称 三井住友信託銀行株式会社 

本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 

代表者の役職及び
氏名 取締役社長 橋本 勝 

直近の有価証券報
告書等の提出日 

有価証券報告書 
第8期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 
2020年6月29日 関東財務局長に提出 

b. 本投資法人
と指定先との
間の関係 

出資関係 

本投資法人が保有している指定先の
株式の数（2020年11月11日現在） － 

指定先が保有している本投資口の数
（2020年11月11日現在） 1,065口 

人事関係 本投資法人と指定先との間には、人事関係はありません。 

資金関係 

本投資法人は、取得済資産の取得のために指定先から借入れを
行っており、また、取得予定資産の取得のためにも指定先から借
入れを予定しています。詳細については、組込有価証券報告書
（有価証券報告書及びその添付書類 計算期間 第2期（自 2018
年12月1日 至 2019年11月30日） 2020年2月26日関東財務局長
に提出）「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 
(イ) 当期の資産の運用の経過 c. 資金調達の概要」及び「同
(ハ) 決算後に生じた重要な事実 b. 資金の借入れ」並びに後記
「第二部 追完情報 1 投資方針 ① インベストメント・ハイラ
イト (ハ) 長期安定的なキャッシュ・フローの確保を可能とす
る賃料スキーム及び財務基盤 c. 財務基盤のさらなる安定化 
iii. 上場時からレンダーフォーメーションの拡充を実施」をご
参照ください。 

技術又は取引等の
関係 

指定先は、本投資法人との間でスポンサー・サポート契約、資産
保管委託契約、投資主名簿等管理事務委託契約及び一般事務委託
契約を締結しています。また、指定先は、本投資法人の主要な取
引金融機関であり、取得済資産の取得のために太陽光発電事業優
先貸付契約等を締結しており、取得予定資産の取得のためにもか
かる契約等を締結予定です。 

c. 指定先の選定理由

指定先は本資産運用会社の株主であり、本投資法人の投資主の利
益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、また、本
投資法人の主要な取引金融機関である指定先と有効な取引関係を
今後も維持・発展させることにより、安定的な財務基盤を図るこ
とに寄与するとの観点から、指定先として選定しています。 

d. 販売しようとする本投資口の数 1,834口 

e. 投資口の保有方針
本投資法人及び本資産運用会社は、指定先より、指定先が保有し
た投資口については、特段の事情がない限り、保有を継続する意
向であることを確認しています。 

f. 払込みに要する資金等の状況

本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告書等にて、
貸借対照表及び連結貸借対照表における現金及び預金を確認する
ことにより、指定先が上記1,834口の払込みに要する資金を有し
ていると判断しています。 

g. 指定先の実態

2020年11月11日現在、指定先は、東京証券取引所市場第一部及び
名古屋証券取引所市場第一部に上場している三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社を親会社としており、加えて指定先よ
り反社会的勢力等とは一切関係がない旨の説明を受けていること
から、特定団体等との関係を有していないものと判断していま
す。 
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(2)投資口の譲渡制限

指定先は、グローバル・オファリングに関して、本投資口の売却等の制限に関する合意を

します。その内容については、前記「3 売却・追加発行等の制限 (1)」をご参照ください。 

(3)発行条件に関する事項

国内一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は

国内一般募集における発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当

しません。 

(4)本募集後の主要な投資主の状況

氏名又は名称 住所 

所有 

投資口数 

（口） 

総議決権数 

に対する 

所有議決権数 

の割合(％) 

本募集後の 

所有投資口数 

(口) 

本募集後の 

総議決権数 

に対する 

所有議決権数の

割合(％) 

伊藤忠エネクス株式会社 
東京都千代田区霞が

関3丁目2－5 
2,370 2.5 8,286 2.3 

株式会社福邦銀行 
福井県福井市順化1丁

目6－9 
2,920 3.1 2,920 0.8 

三井住友信託銀行株式会社 
東京都千代田区丸の

内1丁目4－1 
1,065 1.1 2,899 0.8 

大和信用金庫 
奈良県桜井市桜井281

－11 
1,900 2.0 1,900 0.5 

山田 みち子 千葉県柏市 1,800 1.9 1,800 0.5 

株式会社北島工務店 
神奈川県川崎市麻生

区上麻生3丁目20－6 
1,629 1.7 1,629 0.4 

楽天証券株式会社 
東京都世田谷区玉川1

丁目14－1
1,587 1.7 1,587 0.4 

株式会社福岡銀行 
福岡県福岡市中央区

天神2丁目13－1 
1,320 1.4 1,320 0.3 

山田 きよ子 千葉県流山市 1,210 1.3 1,210 0.3 

株式会社マーキュリアイン

ベストメント 

東京都千代田区内幸

町1丁目3－3 
1,065 1.1 1,065 0.3 

合計 16,866 18.3 24,616 7.0 

(注1) 所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は2020年5月31日現在の数値を記載しています。 

(注2) 本募集後の所有投資口数及び本募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2020年5月31日現在の所有投資口数

及び総議決権数に本募集による増加分を加味し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による本第三者割当に対する申込みがすべ

て行われた場合の数値を記載しています。 

(注3) 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び本募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第2位を切捨て

により記載しています。 



－  － 7

(5)投資口併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。 

(6)その他参考になる事項

該当事項はありません。 

5 グリーン投資口（“グリーンエクイティ”） 

（後略） 


