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表紙：秋葉原UDX
（本投資法人は、秋葉原UDXを保有するユーディーエックス特定目的会社が発行している優先出資証券の14％を保有しています。）

P.15ご注意事項

P.04スポンサー変更の背景と目的

P.05NTT都市開発㈱の取組実績（第16期）①

P.06NTT都市開発㈱の取組実績（第16期）②

P.07第16期（平成22年10月期）決算① （損益状況）

P.08第16期（平成22年10月期）決算② （財務状況）

P.09第16期（平成22年10月期）決算③ （有利子負債の状況）

P.10第17期（平成22年11月１日～現在）の主な事象①

P.11第17期（平成22年11月１日～現在）の主な事象②

P.12第17期及び第18期の運用予想 （平成23年３月25日現在）

P.13ポートフォリオ一覧（平成23年３月25日現在）

P.14投資比率（アセット別/エリア別）

P.03NTT都市開発㈱の概要

P.02資産運用会社のスポンサー変更について
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資産運用会社のスポンサー変更について資産運用会社のスポンサー変更について

邦銀トップクラスのストラクチャード・ファイナンスへの取組実績と不動産業界トッ
プクラスの仲介実績を誇ります。

中央三井信託銀行株式会社 （ 同 ： 4.9％）

マンション開発事業を中心に、グループの総合力を活かした良質な居住空間を
提供する不動産のトータルソリューション企業です。

総合地所株式会社 （ 同 ： 10.0％）

東京都心部を中心とした高級賃貸レジデンスの仲介・企画・管理を得意とする不
動産の総合シンクタンクです。

株式会社ケン・コーポレーション （ 同 ： 30.0％）

NTTグループ内唯一の総合不動産会社。NTTグループの一員として安定した財
務基盤と高い信用力を有します。

NTT都市開発株式会社 （持株比率： 53.1％）

主要株主

平成22年５月、株式譲渡によりエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社が株式の53.1%を取得し、
プレミア・リート・アドバイサーズ株式会社のメイン・スポンサーとなりました。

■ 中央三井信託銀行㈱■ 総合地所㈱

■ その他

■ ㈱ケン・コーポレーション■ NTT都市開発㈱

25.1

2.0

4.9

4.9

35.0

10.0

30.0

53.1

35.0

譲渡前譲渡前 譲渡後譲渡後
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NTTNTT都市開発㈱の概要都市開発㈱の概要

NTT都市開発の概要

（平成22年９月30日現在）

昭和61年１月設立年月日

名称 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

事業内容
不動産の取得、処分、管理、貸借、仲介及び鑑定

建築物の設計、施工、工事監理及び受託 等

資本金 48,760百万円

連結純資産 189,727百万円

連結総資産 907,594百万円

大株主

（持株比率）

日本電信電話株式会社（67.3％）

シービーニューヨーク オービスエスアイシーアーヴィー（2.9％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）（2.2％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（2.0％）

格付け

Ｒ＆ＩMoody’s

ＡＡ－Ａ１

不動産業界における位置付け

賃貸等不動産の時価賃貸等不動産の時価

（注１） 各社決算短信（平成22年３月期）より作成しています（但し、東京建物株式会社は平成21年12月期です）。

賃貸収益（平成21年度）（注１）賃貸収益（平成21年度）（注１）

2,387
5,82412,086

23,508
25,998

45,492

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

三菱地所 三井

不動産

住友

不動産

ＮＴＴ

都市開発

野村

不動産ＨＤ

東急

不動産

（億円）

687

5,467
4,896

2,935

1,348
980 952

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

三井

不動産

三菱地所 住友

不動産

東急

不動産

NTT

都市開発

野村

不動産HD

東京建物

（億円）
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スポンサースポンサー変更の背景と目的変更の背景と目的

目的

PRAの運営体制強化

PICの財務安定性確保

中長期的な財務戦略と継続的な成長戦略を
再整備

高いクレジットを持つ新スポンサーの
獲得

メインスポンサーの明確化

背景

増資困難、投資法人債マーケットも機能停止の状態 ～投資法人債のリファイナンスリスク
がクローズアップ
新規借入れ困難、既存借入れのリファイナンスすら難度増す

株価・投資口価格が大幅に下落
金融機関の貸出姿勢が大幅に後退、貸出金利も上昇

資金調達はやや改善するが金利など条件は依然として厳し目平成20年12月： 政策発動により日本政策投資銀行等が「金融危機対応
融資」を開始

J-REITの投資口価格が安定平成22年10月： 金融政策の一環として日銀がJ-REIT投資口の買い入れ
を発表

２月： 東京グロースリート投資法人とエルシーピー投資法人が合併（現：インヴィンシブル投
資法人） ～以降、J-REIT同士の合併による業界再編が進行

平成21年度税制改正によりJ-REIT同士のM&Aの実務上の障害解消

J-REITに対するマーケットの評価が二極化、スポンサー背景が重要ファクターとし
て浮上

平成21年９月： 「不動産市場安定化ファンド」設立

平成20年10月： ニューシティ・レジデンス投資法人が破綻（J-REIT初の民事再生法
の適用を申請） ～J-REITに対するマーケットの不安増大

平成20年９月： リーマンショックの発生 ～世界的な金融危機の拡大

J-REITへの影響主な関連事象

JJ--REITREIT市場の市場の
本格的改善に対応本格的改善に対応

投資主価値の投資主価値の
継続的な向上継続的な向上
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別途調達した借入金39億円と合わせ、

オフィスビル（岩本町ビル）を取得

有利子負債比率は上昇せず

NTTNTT都市開発㈱の取組実績（第都市開発㈱の取組実績（第1616期）①期）①

取組み：財務安定性の確保
NTT都市開発㈱は本投資法人の

第三者割当増資約30億円を引受け

発行済投資口数の6.2％を取得し、投資主第３位に

位置（平成22年10月31日現在）

６ヶ月の ロックアップ 期間により、長期コミットメントの

姿勢を市場に明示

第三者割当増資の概要

発行
新投資口数

8,700口
（発行後投資口総数140,100口）

発行価額 １口につき346,275円

発行価額の総額 3,012,592,500円

割当先 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

払込日 平成22年５月14日

第16期収益への貢献度

営業収益への貢献： 261百万円

賃貸事業利益への貢献： 187百万円

（他物件の賃貸事業利益： 前期比-198百万円）

岩本町ビル

所在地
東京都千代田区岩本町

三丁目２番４号

敷地面積 1,291.39 ㎡

延床面積 9,756.89 ㎡

構造
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付９階建

建築時期 昭和48 年11 月

取得日 平成22年5月17日

取得価格 6,700 百万円
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NTTNTT都市開発㈱の取組実績（第都市開発㈱の取組実績（第1616期）②期）②

第１回無担保投資法人債

金額（利率） 150億円（年0.94％）

償還期限 平成22年９月８日

金融環境良好時に低利で調達した債券
リファイナンス時のコストアップを懸念している

第３回無担保投資法人債

金額（利率） 70億円（年0.97％）

償還期限 平成25年８月16日

BONDマーケットがようやく再起動を始めた状況下、予想額
をスムーズに確保

信用力の補完

長期借入金

金額（利率） 80億円（年1.14250％）

返済期限 平成27年９月４日

調達先３行は全て新規先

投資法人債のリファイナンス

投資法人債と長期借入金の

加重平均利率≒年1.08％

返済期限＆調達形態の分散
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第第1616期（平成期（平成2222年年1010月期）決算①月期）決算① （損益状況）（損益状況）

14504646（件）運 用 資 産 数

7

-55

-1.7

-1,261

-54

-6

93.7

13,929

1,830

3,752

1,831

2,432

120

（①-③）③（①-②）②①

5,117

0.291.892.0（％）期 中 平 均 稼 働 率

76811,90012,668（円）１ 口 当 た り 分 配 金

1071,667 1,774（百万円）当 期 純 利 益

943,666 3,760（百万円）賃 貸 N O I

1081,6681,776（百万円）経 常 利 益

972,329 2,426（百万円）営 業 利 益

915,146 5,237（百万円）営 業 収 益

増減（対前期比）第15期実績増減（対予想比）第16期期初予想第16期実績

賃貸収益と賃貸事業利益 稼働率の推移

オフィスオフィス レジデンスレジデンス

第14期 第15期 第16期

2,950
2,770

2,940

1,771
1,637 1,719

0

1,000

2,000

3,000

4,000

第14期 第15期 第16期

百万円 営業収益

賃貸事業利益

2,368 2,347 2,297

1,197 1,214 1,121

0

1,000

2,000

3,000

4,000

第14期 第15期 第16期

百万円 営業収益

賃貸事業利益

75%

80%

85%

90%

95%

100%

平成21年 平成22年

６月 ８月 10月 12月 ２月 ４月 ６月 ８月 10月

オフィス レジデンス 全体
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-15,000百万円 （詳細は次頁）投資法人債償還：

7,000百万円

-1,265百万円

11,900百万円新規借入：

借入返済：

投資法人債発行：

2,65775,98078,637負債合計

（単位：百万円）

科目 第16期末 第15期末 増減

借入金 55,422 44,787 10,635

投資法人債 17,000 25,000 -8,000

預り敷金保証金 4,757 4,740 16

その他 1,485 1,452 5

2,95770,77573,732純資産合計

単位（百万円）

科目 第16期末 第15期末 増減

出資総額 71,957 68,945 3,012

剰余金 1,774 1,830 -55

第三者割当増資： 8,700口／3,012百万円

5,614146,755152,370資産合計

（単位：百万円）

科目 第16期末 第15期末 増減

現預金 9,615 10,312 -697

信託不動産 140,135 134,002 6,132

繰延資産 41 4 36

その他 2,577 2,435 142

第三者割当増資と新規借入により、
オフィスビルを取得

純資産

資産

（単位：百万円）

資産資産

152,370 

負債

該当なし減損会計対象

第第1616期（平成期（平成2222年年1010月期）決算②月期）決算② （財務状況）（財務状況）

純資産純資産

73,732
（48.4％）

負債負債

78,637
（51.6％）
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第第1616期（平成期（平成2222年年1010月期）決算③月期）決算③ （有利子負債の状況）（有利子負債の状況）

借
入
金

10,635.055,422.544,787.5小計

0.01,000.01,000.0オリックス信託銀行㈱

0.01,000.01,000.0㈱三重銀行

0.02,000.02,000.0三井住友海上火災保険㈱

2,500.02,500.0-㈱みずほ銀行コーポレート銀行

2,500.02,500.0-農林中央金庫

3,000.03,000.0-三菱ＵＦＪ信託銀行㈱

-1,190.03,600.04,790.0住友信託銀行

0.04,240.04,240.0㈱りそな銀行

0.04,600.04,600.0三菱東京ＵＦＪ銀行

0.05,500.05,500.0㈱あおぞら銀行

-75.06,812.56,887.5㈱日本政策投資銀行

1,950.06,870.04,920.0三井住友銀行㈱

1,950.011,800.09,850.0中央三井信託銀行㈱

増減第16期第15期
借入先

期末残高

（単位：百万円）

有利子負債一覧

債
券

-15,000-15,000第1回無担保投資法人債

010,00010,000第2回無担保投資法人債

7,0007,000-第3回無担保投資法人債

-8,00017,00025,000合計

増減第16期第15期
投資法人債の名称

期末残高

取得価額

6,900百万円

第三者割当増資
（NTT都市開発㈱）

3,000百万円
＝ ＋

本件借入

3,900百万円

①

① 3,900百万円：
増資手取り金とあわせオフィスビル（岩本町ビル）の取得資金に充当

②

②

③

② -1,265百万円：
約定返済75百万円、期日返済1,190百万円

③ 8,000百万円＋④ 7,000百万円：
投資法人債の新規発行とあわせ既存投資法人債の償還資金（期日）に充当。
なお、調達した３行庫は全て新規取引先

＋

第１回無担保投資法人債

金 額 ： 150億円
償還期限 ： 平成22年９月８日
利 率 ： 0.94 ％

第３回無担保投資法人債

金 額 ： 70億円
償還期限 ： 平成25年８月16日
利 率 ： 0.97 ％

長期借入金

金 額 ： 80億円
返済期限 ： 平成27年９月４日
利 率 ： 1.14250 ％

④

2,63572,422.569,785.5有利子負債合計
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第第1717期（平成期（平成2222年年1111月１日～現在）の主な事象①月１日～現在）の主な事象①

パイプライン・サポート

決算（年４回）

配当金受取

１～３月

６月

４～６月 ７～９月 10～12月

９月 12月 ３月

ユーディーエックス特定目的会社の決算期と配当受取時期ユーディーエックス特定目的会社の決算期と配当受取時期

オフィスビル「秋葉原UDX」を運用するユーディーエックス特定目的会社が発行した優先出資
証券の14％（39,480口、143億円）を取得

NTT都市開発㈱と鹿島建設㈱がユーディーエックス特定目的
会社を利用して開発した物件

JR秋葉原駅をはじめ４つの駅から徒歩４分圏内いう極めて

良好な立地を誇る、オフィス中心のＳクラスビル

オフィス基準階賃貸面積は都内 大級の1,400坪強

過去５年にわたり99％強の稼働率を維持

143億円（発行済み優先出資証券の14％に相当）取得価格

秋葉原ＵＤＸ

所在地 東京都千代田区外神田４-14-１

面積 敷地：11,547㎡（現在仮換地）、延床： 155,629.05㎡

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下３階付22階建

建築時期 平成18年１月

取得日 平成22年12月８日

特定資産：
757

その他資産：
137

特定社債:
665

その他負債:
77

優先出資等:
152

特定出資： 0
（10万円）

資産 負債

資本

簿価簿価

第21期
（平成22年６月30日現在）

投資イメージ

×14%
（143億円）

特定資産：
1,710

（鑑定評価額）

その他資産：
（評価額）

特定社債:
665

その他負債:
77

優先出資等

特定出資： 0
（10万円）

資産 負債

資本

評価額評価額

（単位：億円） （単位：億円）
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第第1717期（平成期（平成2222年年1111月１日～現在）の主な事象②月１日～現在）の主な事象②

資金調達力の向上

ブルームタワー：90,085.18㎡、ブルームホームズ：14,101.56㎡延床面積

鑑定評価額（57.4億円）を2.4億円下回る55億円で取得（共有持

分16％）

JR京浜東北線・山手線田町駅より徒歩約９分、都心５区でも特に人

気の湾岸エリアに立地

95.4％の高稼働率で運営（平成23年１月31日現在）

55億円取得価格

芝浦アイランド ブルームタワー

所在地 東京都港区芝浦４-20-２～４

敷地面積 13,848.38㎡

構造
ブルームタワー：鉄筋コンクリート造陸屋根48階

ブルームホームズ：鉄筋コンクリート造陸屋根9階建

建築時期 平成20年９月

取得日 平成22年12月９日

全額借入で取得

借入後： 56.2％第16期末： 50.2％

有利子負債比率は上昇するも、資金調達はスムース

当該投資の効果で分配金予想を上方修正

第17期の当初分配金予想（平成22年６月15日時点）：

９，５７０円

上方修正後の予想（平成22年12月６日時点） ：

１０，３３０円（＋７６０円）

優先出資証券
（秋葉原UDX）

（取得価格：143億円）

芝浦アイランド
ブルームタワー

（取得価格：55億円）
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第第1717期及び第期及び第1818期の運用予想期の運用予想

（％）

（件）

（円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

4824846運 用 資 産 数

N/A

9,320

1,306

3,214

1,307

2,067

5,059

-5.087.092.0期 中 平 均 稼 働 率

-2,33810,33012,668１ 口 当 た り 分 配 金

-3261,4481,774当 期 純 利 益

-2933,4663,760賃 貸 N O I

-3271,4491,776経 常 利 益

-2462,1792,426営 業 利 益

-1275,1105,237営 業 収 益

第18期予想増減 （②-①）第17期予想 ②第16期実績 ①

賃貸マーケットの環境
景気低迷の長期化で不動産賃貸マーケットの回復にはまだ時間が必要
とりわけコスト削減に注力している法人がテナントとなるオフィスビルについては、限られた需要を奪い合う状態が続くと
みられるため、
・ 第17期は受理している解約予告を反映した上、新規のリースアップを一切考慮せず期中平均稼働率を予想
・ 第18期は第17期に落ち込む稼働率をベースとするが、一部、新規契約が進むことを想定して期中平均稼働率を予想
一方、レジデンスの稼働率は基調として改善を見込むが、第17期については店舗として賃貸しているテナントの解約が
あるため、全体としての期中平均稼働率は若干の低下を予想

外部成長
第17期は昨年12月に取得した優先出資証券（オフィスビルの秋葉原UDXが裏付け）及び高級レジデンスの芝浦アイランド ブルームタワーが運用資産に追加、第18期
は変動なしが前提。
追加の２資産は合計で、第17期に350百万円、第18期に546百万円が営業収益に貢献。

-0.4%92.9%93.3%レジデンス

-10.3%80.4%90.7%オフィス

差異
第17期
予想

第16期
実績

期中平均

稼働率

第17期～第18期の予想： 運用資産の増加が収益に寄与するも、既存物件の減収により減収減益を見込む



131313

ポートフォリオ一覧ポートフォリオ一覧 （平成（平成2323年３月年３月2525日現在）日現在）

--100.0165,874ポートフォリオ合計7.0H16/21.52,430プレミアステージ日本橋茅場町

--8.614,300その他小計8.0H15/21.32,181プレミアステージ芝公園Ⅱ

--8.614,300ＵＤＸ特定目的会社優先出資証券8.3H14/102.84,678六本木グリーンテラス

7.5-48.380,179レジデンス小計22.5S63/83.15,090ホーマットウッドビル

2.9H20/30.91,496プレミアステージ両国8.2H14/111.11,840ビュロー紀尾井町

3.3H19/111.62,640プレミアステージ本所吾妻橋8.0H15/20.61,070キャビンアリーナ南青山

4.5H18/80.81,310プレミアステージ大塚8.3H14/110.81,330キャビンアリーナ赤坂

4.1H19/11.11,830プレミアステージ駒込21.3H1/110.71,150サンパレス南麻布

4.9H18/31.11,803アクロス湯島9.0H14/31.62,604パークアクシス明治神宮前

4.9H18/30.91,525プレミアノッツェ祐天寺9.3H13/113.15,208パークアクシス四谷ステージ

6.0H17/20.91,560プレミアグランデ馬込23.6-43.071,395オフィス小計

8.9H14/30.6975プレミアガーデン本郷21.6H1/74.06,556かながわサイエンスパークR&D棟

8.2H14/120.61,072ビーサイト大崎24.8S61/42.13,558日総第3ビル

2.43.35,500芝浦アイランド ブルームタワー23.3S62/112.54,100五反田NTビル

8.2H14/123.96,500ルネ新宿御苑タワー25.2S60/122.64,380上野THビル

8.2H14/122.43,930ストーリア赤坂4.3H18/102.64,310プレミア東陽町ビル

4.0H19/34.67,590芝浦アイランド エアタワー19.0H4/30.91,456IPB御茶ノ水ビル

5.5H17/80.91,556MEW37.3S48/114.06,700岩本町ビル

4.4H18/91.01,585プレミアステージ芝公園18.0H5/13.15,100YS海岸ビル

6.3H16/111.22,043Walk赤坂22.9S63/31.11,796櫻岳ビル

5.6H17/70.91,460プレミアステージ市ヶ谷河田町23.9S62/44.77,860六番町ビル

5.5H17/81.01,724プレミアステージ内神田18.7H4/53.15,118高田馬場センタービル

5.7H17/61.42,330プレミアブラン代々木公園18.0H5/23.25,348KN渋谷3

6.2H16/111.01,662プレミアロッソ19.6H3/61.01,727フジビル37

6.3H16/111.01,580プレミアステージ三田慶大前32.2S53/124.27,045ランディック第2新橋ビル

8.0H15/20.6928ラング・タワー京橋28.6S57/63.86,341ランディック新橋ビル

(年）（％）（百万円）(年）（％）（百万円）

築年数建築時期投資比率取得価格物件名築年数建築時期投資比率取得価格物件名
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ご参考
「ユーディーエックス特定目的会社優先出資
証券（秋葉原UDX）」をオフィスに含めた場合
のエリア別投資比率は次のとおりです。

投資比率（アセット別投資比率（アセット別//エリア別）エリア別）

2011年３月25日現在2011年３月25日現在

48.3%

8.6%

43.0%

オフィス レジデンス その他（注１）

アセット別投資比率 （取得価格ベース）の推移 エリア別投資比率（取得価格ベース）の推移

2011年３月25日現在2011年３月25日現在

51.1%

48.9%

第16期末（2010年10月31日）第16期末（2010年10月31日） 第16期末（2010年10月31日）第16期末（2010年10月31日）

18.8%

6.7%

74.6%

都心５区 東京23区 周辺都市部

19.5%

6.9%

73.6%

（注１） 「その他」とは「秋葉原UDX」（オフィスビル１棟及びその敷地）を裏付けとする優先出資証券です。

17.2%

6.1%

76.7%
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Memo Memo 
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ご注意事項ご注意事項

〈投資法人〉

プレミア投資法人
〈資産運用会社〉

プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第393号 ／ (社)投資信託協会会員

本資料には、将来的な業績、計画、経営目標・戦略等に関する記述が含まれていますが、これらの将来予想に関する記述は、想定される出来事や事業環境の傾向等

に関するプレミア投資法人の現時点での仮定及び判断に基づくものであり、これには既知又は未知のリスク、不確実性及びその他の要因が内在しており、それらの要

因による影響を受ける恐れがあります。従って、かかる将来予想に関する記述は、将来におけるプレミア投資法人の業績、経営結果、財務内容等を保証するものでは

なく、実際の結果は、かかる将来予想に関する記述に明示的又は黙示的に示されるプレミア投資法人の将来における業績、経営結果、財務内容等と大きく異なる可能

性があります。

本資料は、プレミア投資法人の投資証券（以下「本投資証券」といいます。）の取得その他金融商品取引契約の締結の勧誘を目的として作成されたものではありませ

ん。本投資証券への投資を行う際には、各証券会社にお問合せのうえ、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

本投資証券は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型であるため、投資主が本投資証券を換価する手段は、第三者に対する売却に

限定されます。本投資証券の市場価格は、取引所における投資家の需給により影響を受けるほか、金利情勢、経済情勢、不動産市況その他市場を取り巻く様々な要

因の影響を受けて変動します。そのため、本投資証券を取得した価格で売却できない可能性があり、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。

プレミア投資法人は投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。例えば、不

動産の売却に伴う損益や建替えに伴う除却損等により、期間損益が大きく変動し、投資主への分配金が増減することがあります。

上記の他、不動産投資証券は、運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあります。また、倒産等、発行者の財

務状態の悪化により損失を被ることがあります。なお、本投資証券への投資に関するその他のリスクについては、プレミア投資法人の平成23年１月28日付有価証券報

告書「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」をご参照下さい。

本資料に提供している情報は、特に記載のない限り、金融商品取引法又は投資信託及び投資法人に関する法律並びにこれらに付随する関係政省令及び内閣府令で

要求され、又は東京証券取引所上場規則等で要請される開示書類や運用報告書ではありません。

本資料のご利用及び閲覧は、お客様ご自身の責任でなされるものであり、本資料の作成や公開等に関わったプレミア投資法人及び関係者は、本資料のご利用によっ

て発生したいかなる損害（直接的損害、間接的損害の別を問いません。また、その原因を問いません。）に関して一切の責任を負いません。

本資料で提供している情報には誤り、遺漏がないよう細心の注意を払っていますが、本資料は、皆様に簡便に情報参照していただくために作成されたもので、提供し

ている情報に不正確な記載や誤植等を含むことがあります。本資料上の情報の正確性、完全性、妥当性及び公正性についてプレミア投資法人は一切の責任を負いま

せん。また、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がありますので、予めご了承下さい。

本資料に掲載される情報は、プレミア投資法人が著作権を有します。プレミア投資法人の事前の承諾なしにこれを複製し、改変し、刊行し、配布し、転用し、又は掲載

すること及びこれを商業的に利用することを禁止します。また、本資料に掲載されているプレミア投資法人に関連する商標類（商標、ロゴ及びサービスマーク）は、プレミ

ア投資法人に帰属するものであり、これをプレミア投資法人に無断で複製し、改変し、刊行し、配布し、転用し、又は転載すること及びこれを商業的に利用することを禁

止します。






