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【表紙】 
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書 
  
【提出先】 関東財務局長 
  
【提出日】 平成17年6月28日 
  
【発行者名】 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 
  
【代表者の役職氏名】 執行役員  長 井 光 夫 
  
【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台一丁目7番2号 

神谷町サンケイビル9階 
  
【事務連絡者氏名】 ジャパン・シングルレジデンス・ 

アセットマネジメント株式会社 
 取締役財務企画部長  上 原 三 成 
  
【電話番号】 03-4412-1040 
  
【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】 

ジャパン・シングルレジデンス投資法人 

  
形態：投資証券 【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】 

発行価額の総額：引受人の買取引受けによる一般募集 
16,673,511,250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 
540,750,000円

 (注1) 発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。た

だし、今回の募集の方法は、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、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、本書の日付現在における見込額です。た

だし、今回の売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を

勘案し、本投資証券1,050口を上限として行われる予定のオー

バーアロットメントによる売出しであり、売出価額の総額は

その上限を示したものです。 
  
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】 
本投資法人は、ブック・ビルディング方式による発行価格の決定に先立ち発行価格の仮

条件を決定しましたので、平成17年6月15日付をもって提出した有価証券届出書の記載事

項のうち、これに関する事項を訂正するとともに、記載内容の一部について訂正するため、

本訂正届出書を提出するものであります。 

 
 
2【訂正箇所及び訂正事項】 
 第一部 証券情報 

 第1 内国投資証券（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一般募集） 

 (４) 発行価額の総額 

 (５) 発行価格 

 (13) 手取金の使途 

 2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し） 

 (４) 売出価額の総額 

 第二部 ファンド情報 

 第１ ファンドの状況 

 1 投資法人の概況 

 (４) 投資法人の機構 

 ③ 投資運用の意思決定機構 

 2 投資方針 

 (２) 投資対象 

 ③ 取得予定資産の概要 

 (ニ)個別不動産に係る事項 

 H-1 スーパーホテル大阪・天王寺 

 鑑定評価サマリー 
 
      の部分は訂正部分を示します。 
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第一部【証券情報】 
第1【内国投資証券（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一般募集）】 
(4)【発行価額の総額】 

＜訂正前＞ 
16,775,000,000円 
(注) 上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。後記「(14) その他 ① 引

受け等の概要」をご参照下さい。発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。 

 
＜訂正後＞ 
16,673,511,250円 
(注) 上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。後記「(14) その他 ① 引

受け等の概要」をご参照下さい。発行価額の総額は、平成17年6月28日付有価証券届出書の訂正届出書の

提出日現在における見込額です。 

 
(5)【発行価格】 

＜訂正前＞ 
未定 
(注1) 発行価格は、東京証券取引所の定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出しに関する規則」

第4条に規定するブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る

仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法を

いいます。）により決定します。 

(注2) 発行価格の決定に先立って、平成17年6月28日（火）に発行価格の仮条件を提示する予定です。当該仮

条件は、本投資法人の取得予定資産の内容その他本投資法人に係る情報を判断し、本投資証券の価格算

定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲

内で決定する予定です。 

（後略） 
 

＜訂正後＞ 
未定 
(注1) 発行価格は、東京証券取引所の定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出しに関する規則」

第4条に規定するブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る

仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法を

いいます。）により決定します。 

(注2) 発行価格の仮条件は、500,000円以上530,000円以下の価格とします。当該仮条件は、本投資法人の取得

予定資産の内容その他本投資法人に係る情報を判断し、本投資証券の価格算定能力が高いと推定される

機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定しました。 

（後略） 
 

(13)【手取金の使途】 

＜訂正前＞ 
一般募集における手取金（16,775,000,000円）は、グリーンシューオプション

の行使による本第三者割当による手取金（上限525,000,000円）と併せて、後記

「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 

取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している資産の取得資金

等に充当します。 

(注) 上記の手取金は、本書の日付現在における見込額です。 

 

＜訂正後＞ 
一般募集における手取金（16,673,511,250円）は、グリーンシューオプション

の行使による本第三者割当による手取金（上限521,823,750円）と併せて、後記

「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 
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取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している資産の取得資金

等に充当します。 

(注) 上記の手取金は、平成17年6月28日付有価証券届出書の訂正届出書の提出日現在における見込額です。 

 
 

2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】 
(4)【売出価額の総額】 

＜訂正前＞ 
525,000,000円 
(注) 売出価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。 

 
＜訂正後＞ 
540,750,000円 

(注) 売出価額の総額は、平成17年6月28日付有価証券届出書の訂正届出書の提出日現在における見込額です。 
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第二部【ファンド情報】 
第1【ファンドの状況】 

1【投資法人の概況】 
(4)【投資法人の機構】 

③ 投資運用の意思決定機構 

＜訂正前＞ 

（前略） 
(イ)本投資法人の資産の運用に係る運用ガイドラインの決定を行う社内組織に

関する事項 

（後略） 

 
＜訂正後＞ 

（前略） 
(イ)本投資法人の資産の運用に係る運用ガイドライン（運用方針）（以下、本

（イ）において「運用ガイドライン」といいます。）の決定を行う社内組

織に関する事項 

（後略） 

 

2【投資方針】 
(2)【投資対象】 

③ 取得予定資産の概要 

(ニ) 個別不動産に係る事項 

H-1 スーパーホテル大阪・天王寺 

鑑定評価サマリー 

＜訂正前＞ 
直接還元法による収益価格 

(2) 費用合計 

 内容 根拠等 

維持管理費等 240  

公租公課 6,817 一括賃貸借契約を考慮して査定 

損害保険料 555 想定額を計上 

その他費用 0 見積額を参考に査定 

 

＜訂正後＞ 
直接還元法による収益価格 

(2) 費用合計 

 内容 根拠等 

維持管理費等 240 一括賃貸借契約を考慮して査定 

公租公課 6,817 想定額を計上 

損害保険料 555 見積額を参考に査定 

その他費用 0  
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