
投資信託説明書（目論見書）2010年11月

本文書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。



追加型投信 / 海外 / 株式 

投資信託説明書（交付目論見書）
2010年11月

本文書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。



１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「りそな中国Ａ株５０ファン
ド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第
25 号)第５条の規定により有価証券届出書を平成 22 年１月８日に関東財務局長
に提出し、平成 22 年１月 24 日にその効力が発生しております。また、同法第７
条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 22 年 10 月１日及び平成 22
年 11 月 22 日に関東財務局長に提出しております。 

２. この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第
25号）第13条第２項第１号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。 

３．投資信託説明書（請求目論見書）（金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）
第 13 条第２項第２号に定める事項に関する内容を記載した目論見書）は、販売
会社にご請求いただくことにより、当該販売会社を通じて交付されます。なお、
販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合には、その旨を
ご自身で記録しておくようにしてください。 

４. 「りそな中国Ａ株５０ファンド」の基準価額は、当ファンドに組入れられる有
価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用によ
る損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元
金が保証されているものではありません。 

５．「りそな中国Ａ株５０ファンド」は、主に外国株式に投資する投資信託証券を
投資対象としています。当ファンドの基準価額は、当該投資信託証券が組み入れ
た株式の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投
資元本を割り込むことがあります。また、当該投資信託証券が組み入れた株式の
発行者の経営・ 財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、
投資元本を割り込むことがあります。 

 

＜投資信託の特徴＞ 
■ 投資信託は預金保険の保護の対象とはなりません。  
■ 投資信託は金融機関の預金と異なり、元本を保証するものではありません。  
■ 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者が負うことになります。 
■ 投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 
■ 投資信託は元本及び利息の保証はありません。  
■ 登録金融機関でお申込みいただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではあり

ません。 
 

有価証券届出書提出日 ：平成22年１月８日 
訂正届出書提出日 ：

：
平成22年10月１日 
平成22年11月22日 

発行者名 ：
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会
社 

代表者の役職氏名 ：代表取締役社長  數間 浩喜 
本店の所在の場所 ：東京都中央区日本橋二丁目２番 16 号 
届出の対象とした募集（売出）内
国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称 

：りそな中国Ａ株５０ファンド 
 

届出の対象とした募集（売出）内
国投資信託受益証券の金額 

：当初申込期間 募集額 200億円を上限とします。 
継続申込期間 募集額 3,000億円を上限とします。

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 ：該当事項はありません。 
 

■当ファンドに関する情報提供窓口 

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 

お電話によるお問合わせ先 03-5290-3519 営業部(受付時間：営業日の午前９時～午後５

時) 

委託会社のホームページ  http://www.sjnk-am.co.jp/ 



下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込みさ
れるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお
知らせするものです。 
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内
容を十分にお読みください。 

記 
■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主に投資信託証券を通じて外国株式を投資対象とします。当
該投資信託証券が組み入れた株式の値下がりや、それらの発行者の経営・
財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額が
下落し、損失を被ることがあります。また、当該投資信託証券は外貨建資産
に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基
準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資のリスク（価格変
動リスク、信用リスク、流動性リスク）」や「外国証券投資のリスク」、「為替変
動リスク」、「カントリーリスク」等があります。 

※詳しくは本投資信託説明書（交付目論見書）の｢ファンドの主なリスク｣をご
覧ください。 

■ 当ファンドに係る手数料等について 

◆申込手数料 
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.675％（税抜 3.5％）を上限と
して販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 
※詳しくは販売会社にてご確認ください。 

 
◆換金（解約）手数料 

当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 
 
◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に対して年率 1.2180％（税抜 1.16％）を乗じて得た
額とします。 

 ［実質的な信託報酬率（概算値）］ 
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券（FORTIS FLEXI Ⅲ Equity 
China “Ａ”）の信託報酬等（年率 1.345％）を含めた、当ファンドの受益者が
実質的に負担する信託報酬率は 1.8905％程度（税込・年率）になります。 

 

※１ 実質的に負担する信託報酬率は、当ファンドの運用方針に基づいて
上記投資信託証券を概ね 50％程度組み入れた場合の概算です。投
資信託証券の組入状況等によって、実質的に負担する信託報酬率
は変動します。 

※２ 詳しくは、本投資信託説明書（交付目論見書）｢第二部ファンド情報 
第１ファンドの状況 ４．手数料等及び税金 (３)信託報酬等｣をご覧
ください。 



 
◆監査報酬 

純資産総額に定率（年 0.004725％（税抜 0.0045％））を乗じて得た金額とし
ます。但し、実際の費用額（年間 26.25万円（税抜 25万円））を上限とします。
なお、上限額は変動する可能性があります。 

 
◆その他の費用(＊) 
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 
・売買委託手数料に対する消費税等相当額 
・コール取引等に要する費用 
・外国における資産の保管等に要する費用  
・信託財産に関する租税 
・受託会社の立替えた立替金の利息 等 

 (＊)｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事
前に料率、上限額等を表示することができません。 

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有され
る期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。 

※詳しくは本投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部ファンド情報 第１ 

ファンドの状況 ４．手数料等及び税金」をご覧ください。 
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用語集 

 



 

 I

 

 

フ ァ ン ド 名 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜（そうき）） 

商 品 分 類 追加型投信／海外／株式 

属 性 区 分 
その他資産（投資信託証券（株式 一般））／年２回／アジア／ファンド・

オブ・ファンズ ／為替ヘッジなし 

ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。 

信 託 設 定 日 平成 22 年２月 24 日 

信 託 期 間 平成 32 年２月 24 日まで 

主 な 投 資 対 象 

中国本土、香港、台湾の企業の株式に投資する「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China 

“Ａ”」および「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」を

主要投資対象とします。 

運 用 方 針 

 

①主として「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」および「損保ジャパン・

グレーターチャイナ・マザーファンド」の投資信託証券に投資を行い、信

託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。 

②各投資信託証券の組入比率は、通常時において下記の資産配分比率を基準

とします。 

「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」･･････････････････概ね 50％程度

「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」･･･概ね 50％程度

なお、主要投資対象とする投資信託証券の組入や売却に時間がかかる場合

等には、基準とする資産配分比率から大きく乖離することがあります。 

また、資産配分比率は、今後の市場の制度、市場規模、流動性、その他構

造変化等によっては見直しを行う場合があります。 

③ 委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券がその信託を

終了させることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約

を解約し、信託を終了させることがあります。 

④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上

記のような運用ができない場合があります。 

⑥ 投資環境によっては、防衛的な観点から委託会社の判断で、主要投資対

象への投資を大幅に縮小する場合があります。 

主 な 投 資 制 限 

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

② 株式及び外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

③ デリバティブの直接利用は行いません。 

④ 株式への直接投資は行いません。 

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

主 な 価 額 変 動 

リ ス ク 

株価の変動等によって、当ファンドが投資信託証券を通じて投資する株式等

の価格は変動します。また、投資する株式の発行体の信用リスクも負います。

また、外貨建資産に投資しますので為替変動リスクもあります。したがいま

して基準価額が下落することもあり、元金は保証されていません。 

決 算 日 
年２回（原則、２月、８月の各 23 日。当該日が休業日の場合は翌営業日とし

ます。） 

収 益 分 配 

毎決算日に、委託会社が経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益

（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等を勘案して分配

します。 

※ ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

ファンドの概要 

☞ 詳しくは、本目論見書の該当ページをご覧ください。
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お 申 込 受 付 

当初申込期間：平成 22 年１月 25 日から平成 22 年２月 23 日まで 

販売会社の営業時間内に、申込みいただくことができます。 

継続申込期間：平成 22 年２月 24 日から平成 23 年５月 20 日まで 

毎営業日お申込みができます。ただし、ルクセンブルグの銀行休業日、香港証

券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所のいずれかの取引所の休

業日（香港証券取引所の半日休業日を含みます。）においては、取得の申込み

を受付けないものとします。 

お 申 込 価 額 
当初申込期間 ：  １口当たり１円とします。 

継続申込期間 ：  取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価

額は日々変動します。 

お 申 込 単 位 
販売会社が定める単位とします。 

※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

お 申 込 手 数 料 

販売会社がそれぞれ定める手数料率とします。ただし、3.675％（税抜 3.5％）

を上限とします。 

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせくださ

い。 

信 託 報 酬 純資産総額に対して年率 1.2180％（税抜 1.16％）です。 

ご 換 金 

お申込みの販売会社で、毎営業日ご換金の請求ができます。ただし、ルクセ

ンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証

券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を含み

ます。）においては、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

ご換金代金の受取りは、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目

からとなります。 

信託財産留保額 信託財産留保額はありません。 

 

ファンドの概要 

☞ 詳しくは、本目論見書の該当ページをご覧ください。
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当ファンドは、主として「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China“A”」および「損保ジャパン・グレーター
チャイナ・マザーファンド」に概ね各50％程度投資することにより、信託財産の中長期的な成長を
目指して運用を行います。

「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China“A”」は、中国の取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資
信託証券です。
「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」は、主に中国、香港、台湾で事業展開する企業の株式等
に投資する投資信託証券です。
実質組入外貨建資産については、原則為替ヘッジを行いません。

「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “A”」の運用は、ハイフートン・インベストメント・マネジメントの
助言を受けて、ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パ－トナ－ズ ルクセンブルグ エス・
エイが行います。
「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」の運用は、損保ジャパン日本興亜アセットマ
ネジメントが行います。

※ 当ファンドが主要投資対象とする「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」の売買は原則として週１回となること等から、当ファンドへの
追加設定、解約、組入れ投資信託証券の時価の変動等に対応したリバランス等によるポートフォリオの構築に時間がかかること等
があり、基準とする資産配分比率から、大きく乖離することがあります。

※ また、資産配分比率は、今後の市場の制度、市場規模、流動性、その他構造変化等によっては見直しを行う場合があります。

１

２

当ファンドは、主として「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China“A”」および「損保ジャパン・グレーター
チャイナ・マザーファンド」に概ね各50％程度投資することにより、信託財産の中長期的な成長を
目指して運用を行います。

「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China“A”」は、中国の取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資
信託証券です。
「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」は、主に中国、香港、台湾で事業展開する企業の株式等
に投資する投資信託証券です。
実質組入外貨建資産については、原則為替ヘッジを行いません。

「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “A”」の運用は、ハイフートン・インベストメント・マネジメントの
助言を受けて、ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パ－トナ－ズ ルクセンブルグ エス・
エイが行います。
「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」の運用は、損保ジャパン日本興亜アセットマ
ネジメントが行います。

※ 当ファンドが主要投資対象とする「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」の売買は原則として週１回となること等から、当ファンドへの
追加設定、解約、組入れ投資信託証券の時価の変動等に対応したリバランス等によるポートフォリオの構築に時間がかかること等
があり、基準とする資産配分比率から、大きく乖離することがあります。

※ また、資産配分比率は、今後の市場の制度、市場規模、流動性、その他構造変化等によっては見直しを行う場合があります。
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２

 

※Standard & Poor's”、”S&P”および”STARS”はStandard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標であり、本投資信託の運用会社である損保ジャパン日
本興亜アセットマネジメント株式会社にその使用権に関するライセンスを提供しています。スタンダード＆プアーズおよびその関連会社は本投資信託に対して、
資本提供、資産運用、販売や推奨などを行っていません。また、スタンダード＆プアーズは本投資信託への投資の妥当性について助言・推奨するものでもあ
りません。

受益者（投資家）

上海・深セン市場上場のA株等

投資損益

中国の現地法人である「ハイフートン・インベストメン

ト・マネジメント」の助言をもとに「ビー・エヌ・ピー・パリ

バ インベストメント・パートナーズ ルクセンブルグ

エス・エイ」が銘柄を選定。

※ 中国現地での企業調査により付加価値の高い

銘柄をリサーチします。

FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “A”

概ね５０％程度

投資損益

投資損益

投資損益
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海・深セン）から投資候
補銘柄を絞り込みます。

ボトムアップアプローチ投資候補銘柄
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りそな中国Ａ株５０ファンド

主に香港、台湾市場等上場の

中国関連株式等

Ｓ＆Ｐ提供の「ＳＴＡＲＳランキング」の情報をもとに

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが銘柄を

選定。

※ Ｓ＆Ｐが徹底したリサーチをもとにランキングした

5段階の投資評価。

損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

概ね５０％程度

投資損益
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高
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3-ＳＴＡＲＳ

2-ＳＴＡＲＳ

1-ＳＴＡＲＳ
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選定します。

投
資
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ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パートナ－ズ

ハイフートン・インベストメント・マネジメント

スタンダ－ド＆プア－ズ（ S & P ）
フランスを拠点としてグロ－バルに事業展開するBNPパリバ グル－プの
資産運用部門として、「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “A”」の運用を担当。
45カ国に拠点を有し、約4,000名のスタッフを配置。
ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パートナ－ズの資産運用残高：
5,330億ユ－ロ。 （約57兆円：2010年6月末現在）

中国大手の証券会社「ハイトン証券」とグローバルに展開する運用会社の持
株会社「ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パートナ－ズ・ビー・イー・
ホールディング（旧フォルティス・インベストメンツ）」との合弁運用会社。
2003年4月に設立。中国で初の外資系合弁の資産運用会社。
上海拠点。資産運用残高約１兆円。（2010年3月末現在）
2004年QFII向けファンドの運用開始。

スタンダード＆プアーズは、マグロウヒル・カンパニーズの子会社であり世界
の金融市場に対して独立した立場から、信用格付け、株価指数、リスク評
価、株式リサーチ、データなどを提供しています。世界の主要都市にオフィ
スを構え、投資や金融取引の意思決定に不可欠な情報である独立したベン
チマークの提供者として、150年以上にわたる実績を有しています。

ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パートナ－ズ

ハイフートン・インベストメント・マネジメント

スタンダ－ド＆プア－ズ（ S & P ）
フランスを拠点としてグロ－バルに事業展開するBNPパリバ グル－プの
資産運用部門として、「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “A”」の運用を担当。
45カ国に拠点を有し、約4,000名のスタッフを配置。
ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パートナ－ズの資産運用残高：
5,330億ユ－ロ。 （約57兆円：2010年6月末現在）

中国大手の証券会社「ハイトン証券」とグローバルに展開する運用会社の持
株会社「ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パートナ－ズ・ビー・イー・
ホールディング（旧フォルティス・インベストメンツ）」との合弁運用会社。
2003年4月に設立。中国で初の外資系合弁の資産運用会社。
上海拠点。資産運用残高約１兆円。（2010年3月末現在）
2004年QFII向けファンドの運用開始。

スタンダード＆プアーズは、マグロウヒル・カンパニーズの子会社であり世界
の金融市場に対して独立した立場から、信用格付け、株価指数、リスク評
価、株式リサーチ、データなどを提供しています。世界の主要都市にオフィ
スを構え、投資や金融取引の意思決定に不可欠な情報である独立したベン
チマークの提供者として、150年以上にわたる実績を有しています。

 
※当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の名称及びその運用会社・助言会社の名称等は今後変更となる場合があります。

ファンドの特色 
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 当ファンドは値動きのある証券に投資をしますので基準価額は変動します。したがっ

て、投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資

元金を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される、主なリスク及び留意点は以下

のとおりです。ただし、すべてのリスクを網羅したものではありません。  

 

＜当ファンドの投資にかかるリスク＞ 

①株式投資のリスク 

 当ファンドでは、投資信託証券を通じて株式を保有します。株式投資の主要なリスク

は「価格変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」です。 

「価格変動リスク」とは、株式の価格が、企業業績、政治・経済情勢、市況等の影響を

受けて下落することをいいます。株式は一般に、債券よりも価格変動性が高く、急激に

予想を超えた変動をすることもあります。また、当ファンドでは、中小型株を一部組入

れる場合があり、中小型株は大型株に比べ価格変動性が高いことが多いといえます。 

「信用リスク」とは、株式の発行者の事業活動や財務状態に不利な事態が生じた場合、

経営不安や倒産等に陥った場合、またはそれらに関する外部評価の変化等により、当該

発行者の株式の価格が下落したり、配当の規模や頻度が減少すること等をいいます（投

資資金が回収できなくなる場合もあります。）。 

「流動性リスク」とは、市況等や株式の発行者の財務状態等の影響による株式の取引量

の減少等により、ファンドにとって最適な時期・価格で株式を売却または購入できなか

った場合等に損失となったり、値上がり益を得る機会を逸すること等をいいます。株式

の流動性が著しく低下した場合には、実質的に取引停止状態となることや、取引できて

も価格が大きく乱高下すること等があります。当ファンドでは、中小型株を一部組入れ

る場合があり、中小型株は、大型株に比べ流動性に欠けることが多いといえます。 

 

②外国証券投資のリスク 

 外国証券への投資は、国内投資での通常のリスクに加え、特別なリスクを伴います。 

例えば、投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化、外国為替・外国投資規制、税制の

変更、日本と異なる法律制度等があります。 

また、金融危機的状況の発生、休日制度や取引慣行の変更等により、売却代金の受け渡

しに遅延等が発生した場合等は、当ファンドのポートフォリオの流動性が損なわれ、当

ファンドの解約代金の支払い等に影響を与える可能性もあります。 

なお、外国証券への投資は、売買コストや証券保管のためのカストディーコスト等が

余計にかかるため、国内の証券への投資よりも高コストになる場合もあります。 

 

③為替変動リスク 

 当ファンドでは、投資信託証券を通じて、外貨建資産を主要な投資対象とします。し

たがって、当ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。 

為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替

市場の需要、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他様々な国際的要因等

により決定されます。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理

その他の政策等によっても変動する可能性があります。 

なお、当ファンドでは実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま 

せん。 

ファンドの主なリスク 
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④カントリーリスク 

 当ファンドは投資信託証券を通じて、中国の株式を主要投資対象とするため、中国の

政治・経済、税制、取引制度・慣行や社会情勢および中国を取り巻く国際情勢の変化等

により、混乱が生じた場合には基準価額が大きく変動する可能性があります。一般的に

主要先進国以外の国の証券市場は、主要先進国に比べて市場規模や取引量が小さく流動

性が低いため、価格の変動性が大きくなる可能性があります。また、主要先進国の経済

と比べて、当該国の経済は脆弱である可能性があるため、政治不安、周辺諸国との関係

の悪化、インフレ・国際収支・外貨準備高等の経済指標の変化等が為替市場や証券市場

に与える影響は、主要先進国以上に大きくなる可能性があります。したがって、主要先

進国市場に投資する場合と比べ、政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、よ

り大幅に株式の価格が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの基準価額が大

幅に変動することがあります。 

 

⑤中国証券市場の制度等に関するリスク 

 中国の証券市場及び証券投資に関する制度には、様々な制限等があります。これらの

制限等は、大部分が中国証券監督管理委員会(CSRC)及び国家外貨管理局(SAFE)の裁量に

よって行われます。また制度等の枠組みを構成する関係法令は、近年制定されたものが

多く、その解釈が必ずしも安定していません。QFII（適格外国機関投資家）の投資に対

する中国国内における課税の取扱いについては、明らかではなく、将来、税制が変更さ

れる可能性があります。 

 また、国家外貨管理局の裁量により、中国の外貨収支残高状況等を理由として、海外

への送金規制（または海外からの投資規制）等が行われた場合には、換金が行えない可

能性があります。 

 

⑥コール・ローン等の相手先に関するリスク 

 ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、

債務不履行等により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額

が下落する要因となります。 

 

＜その他の留意点＞ 

①法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点 

 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これ

に伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。 

 

②販売会社に関わる留意点 

 販売会社より委託会社に対してお申込金額の払込が実際になされるまでは、当ファン

ドも委託会社もいかなる責任も負いません。 

収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは販売会社を通じて行われます。委託会

社はそれぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支

払いについての責任を負いません。 

委託会社は、販売会社（販売会社の取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託会 

社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売につ

いて、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。 

ファンドの主なリスク 
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③運用に関わる留意点 

 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性がありま

す。 

 

④お申込み、ご換金に関わる留意点 

＜お申込時＞ 

 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額であると判断した場合、この信託が主要投

資対象とする投資信託証券の申込みの停止ならびに基準価額算出の中止、取引所※におけ

る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端

に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等によ

り基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態（金融危機、デ

フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クー

デターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少

もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、取

得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すこと

ができるものとします。 

※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条

第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。 

 

＜ご換金時＞ 

委託会社は、いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日におけ

る受益権の総口数の10％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合や、いず

れかの解約日においてその解約日を含む過去５営業日における解約請求の口数の合計が、

その解約日における受益権の総口数の30％を超える場合またはそのおそれがあると判断

した場合等一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象

とする投資信託証券の解約および換金の停止ならびに基準価額算出の中止、取引所にお

ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極

端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等に

より基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態（金融危機、

デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、ク

ーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減

少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、

一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請

求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止さ

れた場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤

回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該

受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解

約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。 

ファンドの主なリスク 
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⑤投資対象資産の組入割合に関わる留意点 

 当ファンドにおいて短期間に大量の追加設定や解約が発生した場合、市況の急激な変

動が予想される場合、分配金あるいは償還金の準備をする必要がある場合又は、信託財

産の規模によっては、投資対象資産の組入割合が低下する場合があります。 

 なお、設定当初のポートフォリオ構築に時間がかかること、主要投資対象の１つであ

る「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」での投資対象国における口

座開設までに時間を要すること、「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」の売買は原則

として週１回となること等から、当ファンドへの追加設定、解約、組入れ投資信託証券

の時価の変動等に対応したリバランス等によるポートフォリオの構築に時間がかかるこ

と等により、基準とする資産配分比率から、大きく乖離することがあります。 

 

⑥ご解約に伴う売却価格に関わる留意点 

 ご解約のお申込みがあった場合、解約資金を手当てするために、投資対象資産を売却

する必要が生じる場合があります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を

押し下げることがあります。また、金融危機的状況等により市場の流動性が著しく低下

している場合等にも、当初期待した価格では売却できない場合があり、結果として基準

価額が下落する要因となります。 

 

⑦ご解約代金の支払いに関わる留意点 

いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総

口数の 10％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合や、いずれかの解約日

においてその解約日を含む過去５営業日における解約請求の口数の合計が、その解約日

における受益権の総口数の 30％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合等

一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資

信託証券の解約および換金の停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の

停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少し

た場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価

額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態（金融危機、デフォルト、

重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重

大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資

金決済に関する障害等その他やむを得ない事情により、有価証券の売却（この信託が主

要投資対象とする投資信託証券の解約または換金を含みます。）や売却代金の入金が遅延

したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。 

ファンドの主なリスク 
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お申込みに関しては･･･ 

お申込受付 

当初申込期間 ： 平成 22 年１月 25 日から平成 22 年２月 23 日まで 

販売会社の営業時間内にお申込みができます。 

継続申込期間 ： 平成 22 年２月 24 日から平成 23 年５月 20 日まで 

※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによ

り更新されます。 
 

ただし、ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所

もしくは深セン証券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港証券取引所

の半日休業日を含みます。）においては、取得の申込みを受付けないものと

します。 

お申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは、

翌営業日の取扱いとなります。（受付時間については、販売会社により異な

る場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。）

委託会社は、取得申込者の申込総額が多額であると判断した場合、この

信託が主要投資対象とする投資信託証券の申込みの停止ならびに基準価

額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済

機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場

の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額

の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態（金融危機、

デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、

自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の

閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等その他

やむを得ない事情があると判断したときは、取得申込みの受付を中止す

ること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができる

ものとします。 
 

お申込単位 
販売会社が定める単位とします。 

※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

お申込価額 

当初申込期間：１口当たり１円とします。 

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額

は日々変動します。 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協

会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額

を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権

総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当りに換算した

価額で表示されることがあります。 
 

お申込手数料 

申込手数料率は、販売会社が定める手数料率とします。 

ただし、3.675％（税抜 3.5％）を上限とします。 

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせくださ

い。 
 

ご投資の手引き 

☞ 詳しくは、本目論見書の該当ページをご覧ください。
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収益分配に関しては･･･ 

収益分配 

毎決算日（原則として、２月、８月の各 23 日。当該日が休業日の場合は翌

営業日とします。）に委託会社が経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収

入と売買益（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等

を勘案して分配します。 

※分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

支払方法 

①一般コース（分配金を受け取るコース） 

分配金は税金を差し引いた後、原則として、決算日から起算して５営業日

目までに販売会社を通じてお支払いを開始します。 

 

②自動けいぞく投資コース（分配金を再投資するコース） 

分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 

 

※収益分配時の普通分配金には税金が課せられます。詳しくは本目論見書本

文「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ４.手数料等及び税金

(５)課税上の取扱い」をご参照ください。 

 

ご投資の手引き 

☞ 詳しくは、本目論見書の該当ページをご覧ください。
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ご換金に関しては･･･ 

ご換金受付 

お申込みの販売会社で、毎営業日ご換金のお申込みができます。 

ご換金される場合は、お申込みの販売会社へお申し出ください。ただし、ル

クセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セ

ン証券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を

含みます。）においては、一部解約の実行の請求を受け付けないものとしま

す。 

ご換金のお申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込

みは翌営業日の取扱いとなります。（受付時間については、販売会社により

異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認くださ

い。） 

委託会社は、いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解
約日における受益権の総口数の 10％を超える場合またはそのおそれがあ
ると判断した場合や、いずれかの解約日においてその解約日を含む過去５
営業日における解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総
口数の 30％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合等一部
解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象と
する投資信託証券の解約および換金の停止ならびに基準価額算出の中止、
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引
市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、
テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった
場合、投資対象国等における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター
や重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端
な減少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情がある
と判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および
既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるもの
とします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は
当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、
当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に
準じて算出した価額とします。 

※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合が

あります。 

ご換金単位 
販売会社が定める単位とします。 
※ご換金単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

ご換金方法 

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。 
※ご換金時には税金が課せられます。詳しくは本目論見書本文「第二部ファ
ンド情報 第１ファンドの状況 ４.手数料等及び税金 （５）課税上の取
扱い」をご参照ください。 

支払開始日 解約請求受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いします。

償還に関しては･･･ 

信託期間 

平成 32 年２月 24 日までです。 
ただし、受益権の残存口数が 30 億口を下回ることとなった場合等、信託約
款の償還条項に該当した場合、信託を終了させることができます。また、信
託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。 

ご投資の手引き 

☞ 詳しくは、本目論見書の該当ページをご覧ください。
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運用状況を知るには･･･ 

運用報告書 
決算（原則として毎年２月、８月の各 23 日）後、委託会社が｢投資信託及び
投資法人に関する法律｣に基づき「運用報告書」を作成し、販売会社を通じ
てあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。 

基準価額 

当ファンドの基準価額については、 
委託会社（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社） 
ホームページ：http://www.sjnk-am.co.jp/ 
電話 03-5290-3519 営業部（受付時間 ： 営業日の午前９時～午後５時） 
または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。 
また、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

 

☞ 詳しくは、本目論見書の該当ページをご覧ください。

ご投資の手引き 
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お申込みからご換金までの間にご負担いただく費用・税金は次の通りです。 

【 お申込み時、収益分配時、ご換金時、償還時に直接ご負担いただく費用・税金 】 
 

時期 項目 費用・税金 

お申込み時 申込手数料 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた申

込金額に、3.675％（税抜 3.5％）を上限として販売会社が定

めた申込手数料率を乗じて得た額です。申込手数料率の詳細

につきましては、販売会社までお問い合わせください。 

自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合

は、無手数料です。 

収益分配時 

所得税 

および 

地方税 

【個人の受益者】 

普通分配金に対し・・・10％（所得税７％、地方税３％）

【法人の受益者】 

普通分配金に対し・・・７％（所得税７％のみ） 

ご換金時 

（解約請求時） 

所得税 

および 

地方税 

【個人の受益者】 

解約時の譲渡益に対し 

・・・10％（所得税７％、地方税３％） 

【法人の受益者】 

解約価額の個別元本超過額に対し 

・・・７％（所得税７％のみ） 

償還時 

所得税 

および 

地方税 

【個人の受益者】 

償還時の譲渡益に対し 

・・・10％（所得税７％、地方税３％） 

【法人の受益者】 

償還価額の個別元本超過額に対し 

・・・７％（所得税７％のみ） 

※上記の税率は平成 24 年１月１日以降は変更となる予定です。詳しくは本目論見書本文「第

二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ４.手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」

をご参照ください。 

※上記の内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。

費用と税金 

☞ 詳しくは、本目論見書の該当ページをご覧ください。
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【 信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金 】 

費用・税金 
時期 項目 

委託会社 販売会社 受託会社 合計 

毎日 信託報酬 

純資産総額に 

対して 

年率 0.4200％ 

（税抜 0.40％）

純資産総額に 

対して 

年率 0.7350％ 

（税抜 0.70％）

純資産総額に 

対して 

年率 0.0630％ 

（税抜 0.06％） 

純資産総額に 

対して 

年率 1.2180％ 

（税抜 1.16％）

●信託報酬や売買委託手数料等のほか、信託報酬、売買委託手数料等に対する消費税等相当額お

よび外国における資産の保管等に要する費用等、当ファンドの投資に要する費用を信託財産で

ご負担いただきます。またファンド資産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および

受託会社が立替えた立替金の利息はファンドの資産の中から支弁されます。 

 

●委託会社は、ファンドの監査を行う監査法人に対する監査費用の支払いを信託財産のために行

い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 

 

●税法が改正された場合は、上記内容が変更になることがあります。 

 

 

（参考）実質的な信託報酬率（概算値） 

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券（FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”）の

信託報酬等（年率 1.345％）を含めた、当ファンドの受益者が実質的に負担する信託報酬率は

1.8905％程度（税込・年率）になります。 
 

※実質的に負担する信託報酬率は、当ファンドの運用方針に基づいて上記投資信託証券を概

ね 50％程度組み入れた場合の概算です。投資信託証券の組入状況等によって、実質的に負

担する信託報酬率は変動します。 

☞ 詳しくは、本目論見書の該当ページをご覧ください。

費用と税金 
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第一部 証券情報 
 

（１）ファンドの名称 

 りそな中国Ａ株５０ファンド 

 ただし、愛称として「双喜（そうき）」という名称を用いることがあります。 

（以下「当ファンド」といいます。） 

 

（２）内国投資信託受益証券の形態等 

 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 

 格付は取得していません。 

 

 当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の

規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び

当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を

含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま

す（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある

場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や

記名式の形態はありません。 

 

（３）発行（売出）価額の総額 

①当初申込期間  200億円を上限とします。 

②継続申込期間  3,000億円を上限とします。 

 

 上記金額には申込手数料および申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額（以下

「消費税等相当額」といいます。）は含まれていません。 

 

（４）発行（売出）価格 

①当初申込期間  １口当たり１円とします。 

②継続申込期間  取得申込受付日※１の翌営業日の基準価額※２とします。 

 上記金額には申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれていません。 

 

※１日本における委託会社および販売会社の営業日に限り、申込みの取扱いは行われます。ただし、

ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の

いずれかの取引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を含みます。）においては、取得の申

込みを受付けないものとします。 

※２基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価

評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいま

す。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たり

に換算した価額で表示されることがあります。 

 

 当ファンドの基準価額については、委託会社（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式

会、ホームページ：http://www.sjnk-am.co.jp/、電話03-5290-3519 営業部（受付時間：営業日の

午前９時～午後５時））または販売会社（受益権の取得の申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引

業を行う者及び登録金融機関を総称して、以下「販売会社」といいます。）に問い合わせることによ
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り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

 

（５）申込手数料 

 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）に申込

口数を乗じた申込金額に、3.675％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得

た額です。 

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 

※分配金を受け取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。自動けい

ぞく投資とは、収益分配の際に税引き後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する方法です。

販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いに

つきましては、販売会社までお問い合わせください。 

 

（６）申込単位 

販売会社が定める単位とします。 

※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 

 

（７）申込期間 

①当初申込期間 平成22年１月25日から平成22年２月23日までです。 

②継続申込期間 平成22年２月24日から平成23年５月20日までです。 

※継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

（８）申込取扱場所 

 申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社（ホー

ムページ：http://www.sjnk-am.co.jp/、電話03-5290-3519 営業部（受付時間：営業日の午前９時～

午後５時））までお問い合わせください。 

 

（９）払込期日 

①当初申込期間 

当ファンドの受益権の取得申込者は、当初申込期間中にお申込代金を販売会社に支払います。 

当初申込期間中に、投資家から申込まれた募集に係る取得申込受付日の発行価額の総額は、設定

日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

②継続申込期間 

 当ファンドの受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社

によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

 継続申込期間中に、投資家から申込まれた募集に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追

加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払

い込まれます。 

 

（１０）払込取扱場所 

 原則として申込取扱場所と同じです。 

 

（１１）振替機関に関する事項 

 当ファンドの振替機関は下記の通りです。 

 株式会社証券保管振替機構 
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（１２）その他 

①申込証拠金 

   ありません。 

 

②日本以外の地域における発行 

   ありません。 

 

③振替受益権について 
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(１１)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(１１)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
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第二部 ファンド情報 
 

第１ ファンドの状況 

 

１．ファンドの性格 

（１）ファンドの目的及び基本的性格 

① 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として、「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity 

China “Ａ”」および「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」の投資信託証券を主

要投資対象とします。 

 

② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金400億円を限度として信託金を追加できます。また、委

託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 

 

③ 社団法人投資信託協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。 

 
商品分類表 

単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 

単位型投信 国  内 株  式 

追加型投信 海  外 債  券 

 内  外 不動産投信 

  その他資産（    ） 

  資産複合 

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

 
＜当ファンドの商品分類の定義＞ 

項目 
該当する 

商品分類 
内容 

単位型投信・追

加型投信 

追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来

の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 

投資対象地域 海外 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が

実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象資産 

（収益の源泉） 

株式 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が

実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 
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属性区分表 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 

株式 年１回 グローバル 

（日本を含む） 

ファミリーファ

ンド 

あり 

（   ） 

 一般 年２回 日本 ファンド・ 

オブ・ファンズ 

なし 

 大型株 年４回 北米   

 中小型株 年６回 欧州   

 （隔月） アジア   

債券 年12回 オセアニア   

 一般 （毎月） 中南米   

 公債 日々 アフリカ   

 社債 その他 

（  ） 

中近東 

（中東） 

  

 その他債券  エマージング   

クレジット属性 

（  ） 

    

不動産投信     

その他資産 

（投資信託証券

（株式 一般）） 

  

 

  

資産複合 

（   ） 

    

資産配分固定型     

資産配分変更型     

（注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 

（注２）ファンド・オブ・ファンズの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしま

すので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。 

 

＜当ファンドの属性区分の定義＞ 

項目 
該当する 

属性区分 
内容 

投資対象資産 その他資産 

（投資信託証券

（株式 一般）） 

目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主と

して株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないすべて

のものに投資する旨の記載があるものをいいます。 

決算頻度 年２回 目論見書又は信託約款において、年２回決算する旨の記載があ

るものをいいます。 

投資対象地域 アジア 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日

本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

をいいます。 

投資形態 ファンド・オ

ブ・ファンズ 

社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規

則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の

記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないもの

をいいます。 

※当ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームペー

ジ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
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＜ファンドの特色＞ 
前記「ファンドの概要 Ⅲ頁 ファンドの特色」をご参照ください。 

 

（２）ファンドの仕組み 

① ファンドの仕組み 

 当ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ」です。「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株

式や債券などの有価証券に直接投資するのではなく、主として複数の他の投資信託（ファンド）を

組入れることにより運用を行います。 

ご投資家
（受益者）

買付 ・換金の
お 申 込 み

分配金等

当ファンド
投  資

損　益

FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China
“Ａ” 上海及び深セン上場のＡ株等

投  資

損　益

りそな中国Ａ株５０ファンド

損保ジャパン・グレーターチャイナ・

マザーファンド

主に香港、台湾市場等上場の
中国関連株式等

投資信託証券

 

 

② ファンドの関係法人 

(ⅰ) 委託会社または委託者：損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 

 当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行い

ます。 

 

(ⅱ) 販売会社 

 委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益

権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分

配金の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。 

 

(ⅲ) 受託会社または受託者：株式会社りそな銀行 

（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 

 委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管

理業務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書

を作成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本トラスティ・サ

ービス信託銀行株式会社に委託することができます。 
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ファンドの関係法人図 

 

 

委託会社
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

(信託財産の運用指図等）

受託会社
株式会社りそな銀行

（信託財産の管理業務等）
再信託受託会社

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

販売会社
（受益権の募集、一部解約等の申込み受付け、

一部解約金等の支払い等）

投資者（受益者）

当ファンド

りそな中国Ａ株５０ファンド

受益権の募集・販売に関する契約

証
券
投
資
信
託
契
約

委託会社
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

(信託財産の運用指図等）

受託会社
株式会社りそな銀行

（信託財産の管理業務等）
再信託受託会社

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

販売会社
（受益権の募集、一部解約等の申込み受付け、

一部解約金等の支払い等）

投資者（受益者）

当ファンド

りそな中国Ａ株５０ファンド

受益権の募集・販売に関する契約

証
券
投
資
信
託
契
約

 
 

③ 委託会社等の概況 

(ⅰ)資本金の額  1,550百万円 （平成22年10月１日現在） 

 

(ⅱ)委託会社の沿革 

昭和61年 ２月25日 安田火災投資顧問株式会社設立 

昭和62年 ２月20日 投資顧問業の登録 

昭和62年 ９月９日 投資一任業務の認可取得 

平成３年 ６月１日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブ

リンソン投資顧問株式会社に商号変更 

平成10年 １月１日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更

平成10年 ３月３日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更 

平成10年 ３月31日 証券投資信託委託業の免許取得 

平成14年 ７月１日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更 

平成19年 ９月30日 金融商品取引業者として登録 

平成22年 10月１日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日

本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更 

  

(ⅲ)大株主の状況（平成22年10月１日現在） 

名称 住所（所在地） 
所有株式数

（株） 

持株比率

（％） 

ＮＫＳＪホールディングス

株式会社 

東京都新宿区西新宿一丁目 

26番１号 
19,027  79.0 

ザ・ティーシーダブリュー 

グループ・インク 

米国カリフォルニア州 

ロサンゼルス市 

南フィグエロア通り865番地 

5,058  21.0 

合 計  24,085 100.0 
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２．投資方針 

（１）投資方針 

ａ．基本方針 

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。 

ｂ．運用方針 

① 投資対象 

投資信託証券を主要投資対象とします。 

② 投資態度 

(ⅰ)  主として「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」および「損保ジャパン・グレータ
ーチャイナ・マザーファンド」の投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的成長を
目指して運用を行います。 

(ⅱ) 各投資信託証券の組入比率は、通常時において下記の資産配分比率を基準とします。 
  「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・概ね 50％程度 

  「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」 ・・・・・・・概ね 50％程度 

なお、主要投資対象とする投資信託証券の組入や売却に時間がかかる場合等には、基準

とする資産配分比率から大きく乖離することがあります。 

また、資産配分比率は、今後の市場の制度、市場規模、流動性、その他構造変化等によ

っては見直しを行う場合があります。 

(ⅲ) 委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券がその信託を終了させること

となった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ

とがあります。 

(ⅳ) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

(ⅴ) 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用
ができない場合があります。 

(ⅵ) 投資環境によっては、防衛的な観点から委託会社の判断で、主要投資対象への投資を大
幅に縮小する場合があります。 

 

※当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して「FORTIS 

FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」および「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」

を選定しました。 

 

（２）投資対象 

① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

(ⅰ) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権 

ハ．約束手形 

 

② 委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※（投資信託および外国投資信託

の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証

券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）をい

います｡以下同じ。）のほか次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１．の証券または証書の性質を有

するもの 

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
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証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等

を除きます。） 

４．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

なお、前記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取

引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行

うことができるものとします。 

 

※別に定める投資信託証券とは次の外国投資信託および投資信託の受益証券をいいます。 

外国籍投資信託 FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ” 

親投資信託 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド 

 

③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取

引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に

より運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

 

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、

委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品によ

り運用することの指図ができます。 

 

[主要投資対象の投資信託証券の概要] 

ファンド名 FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ” 

形態 ルクセンブルグ籍会社型投信 

表示通貨 円建て 

運用の基本方針 主として上海、深セン市場に上場する中国企業の株式へ投資します。投資の

一部として、中国国債、中国企業発行の社債等に投資することもあります。

※個別銘柄等の価格変動に運用成果が連動する有価証券への投資も含みま

す。 

主な投資制限 ①有価証券、短期資産、その他の金融資産の空売りは行いません。 

②純資産総額の10％を超えて借入れを行いません。 

決算日 原則として、毎年12月31日 

信託報酬等 ファンドの純資産総額に対して年1.345％（運用会社報酬 1.100％、管理会

社報酬 0.125％、保管銀行報酬 0.120％） 

申込・解約手数料 申込・解約手数料はありません。 

当ファンドでの 

組入割合 
概ね50％程度 

投資顧問会社 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A. （ビー・エヌ・ピー・

パリバ インベストメント・パートナーズ ルクセンブルグ エス・エイ） 

◆ファンドの運用・管理等を行います。 

投資助言会社 HFT INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.（ハイフートン・インベストメント・

マネジメント） 

◆ファンドの投資運用に対する助言を行います。 
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ファンド名 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド 

形態 国内籍親投資信託 

表示通貨 円建て 

運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、積

極的な運用を行います。 

主な投資対象 中国本土、香港及び台湾を含む地域において事業の過半を展開する企業また

は当該地域から利益の過半を得ている企業の株式を主要投資対象とします。

主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

投資態度 ① Ｓ＆Ｐグレーター・チャイナ・ＡＬＬ－ＳＴＡＲＳ インデックスに含ま

れる企業の株式への投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益

の確保を目指します。 

② Ｓ＆Ｐグレーター・チャイナ・ＡＬＬ－ＳＴＡＲＳ インデックスは、中

国本土、香港及び台湾を含む地域において事業の過半を展開する企業ま

たは当該地域から利益の過半を得ている企業で、中国、香港、台湾、シ

ンガポール、米国等に上場している企業の株式で構成されます。 

③ Ｓ＆Ｐから提供されるＳ＆Ｐグレーター・チャイナ・ＡＬＬ－ＳＴＡＲ

Ｓ インデックスの各銘柄の投資推奨ランクに基づき、投資銘柄を選定し

ます。 

④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

⑤ 原則として株式を高位に組入れる方針ですが、市況環境等によっては組

入比率が高位にならない場合があります。 

⑥ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があ

ります。 

設定日 平成22年２月24日 

信託期間 無期限 

決算日 原則として、毎年２月23日 

信託報酬等 ありません。 

申込・解約手数料 ありません。 

当ファンドでの組

入割合 
概ね50％程度 

委託会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 

受託会社 株式会社りそな銀行 
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（３）運用体制 

＜運用体制について＞ 

当ファンドの基本運用方針については、総合投資会議および投信投資戦略会議で決定され、個別

銘柄の選定を含めた投資方針については、運用部の各運用資産グループにおける投資戦略会議で決

定されます。運用計画の立案、売買執行の指示、キャッシュ・ポジションの管理は、運用部が行っ

ています。 

 

＜社内内規等について＞ 

社内規程で当ファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各

種規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュアル」

等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。 

また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項

等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。 

 

＜委託会社の運用の意思決定プロセス＞ 

 

（注）上図は、平成22年10月１日現在のものであり、今後変更されることもあります。

国内調査機関
情
報

投資戦略会議

SEE
&

PLAN

PLAN

DO

CHECK

・運用戦略の決定

・モデルポートフォリオ
  の構築

・個別ポートフォリオの
  売買計画案作成

売買執行

各種法令・
ガイドラインの
遵守状況の確認

投資実行
ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ室

運用部

運用部
（29名程度）

売買チェック
リスク管理

・各種法令、
  ガイドラインの
  遵守状況の確認

お 客 様
運用部

営業部

売買計画案の審査

企業調査グループ

・企業調査
・収益ｪ

売買計画案の作成

運用方針の決定
運用評価

総合投資会議・投信投資戦略会議

リスク管理委員会

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ室

運用部

国内株式・内外債券・外国株式
・リート投資戦略会議

SEE
&

PLAN

PLAN

DO

CHECK

売買執行投資実行 ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部

運用部

アセットアロケーション戦略会議

役　割 部　署 業務の流れ

SEE

・社外提出資料
  のチェック

・運用管理
・運用評価
・資料作成

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部（2名程度）

運用部

お　客　様営業部（11名程度）運用報告

運用管理部（14名程度）

売買計画案の審査

運用部企業調査グループ

・企業調査
・収益予測

運用部各資産運用グループ

・ファンド毎のガイドラインに沿った
　売買計画作成に参画
・各ポートフォリオの状況把握

データ管理
パフォーマンス分析
各種資料作成

売買計画案の作成

運用方針の決定
運用評価

総合投資会議・投信投資戦略会議
リスク管理委員会・部室長会議

リスク管理部（2名程度）

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部（3名程度）

【内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織】

・各種法令、
  ガイドラインの
  遵守状況の確認

ＴＣＷ社
内外調査機関

情
報

ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部（10名程度）
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（４）分配方針 

 毎決算時（原則として２月、８月の各23日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

① 分配対象額の範囲 

 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み

ます。）等の全額とします。 

② 分配対象収益についての分配方針 

 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配

対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

③ 留保益の運用方針 

 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用

を行います。 

 

（５）投資制限 

ａ．当ファンドの信託約款に基づく投資制限 

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

② 株式及び外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

③ デリバティブの直接利用は行いません。 

④ 株式への直接投資は行いません。 

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

⑥ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

⑦ 外国為替予約の指図 

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該信託財産の為替ヘッジのため、

外国為替の売買の予約の指図をすることができます。 

⑧ 資金の借入れ 

（ⅰ） 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解

約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的

として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ

ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

（ⅱ） 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは

受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日ま

での期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売

却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 

（ⅲ） 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日か

らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

（ⅳ） 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

⑨ 受託会社による資金の立替え 

（ⅰ） 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があると

きは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 

（ⅱ） 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他

の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社
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がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。 

（ⅲ） 前記（ⅰ）、（ⅱ）の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との

協議によりそのつど別にこれを定めます。 

 

３．投資リスク 
 前記「ファンドの概要 Ⅳ頁 ファンドの主なリスク」をご参照ください。 

 
＜当ファンドのリスク管理体制＞ 

運用リスク管理に対する取組方針の決定
・運用リスク管理体制の整備
・運用リスク管理目標の策定
・運用リスク管理方針・規定の整備・周知徹底

運用リスク管理に係わる事項の協議
・運用リスク管理方針・規定の協議
・運用リスク管理状況の把握

運用に関する各種リスク管理
運用リスク管理資料の作成
・運用リスク管理指標の算出

運用リスクの把握・管理
・運用リスク管理指標の算出
・運用ガイドライン遵守

運用リスク管理の適切性・有効性
についての監査結果の報告

取締役会

リスク管理委員会

運用部・
ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部

内部監査部

運用リスク管理
状況の報告

運用リスク管理
資料の提出

運用リスクの監視
（是正・予防措置要求、意見徴求）

重要事項の報告

運用リスク管理に
関する指示

運用リスク管理に
関する指示等

運用リスク管理の適切性・有効性
についての監査結果の報告、
是正勧告及びフォローアップ

リスク管理部
（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部）

運用管理部

 
 
(注)上図は、平成 22 年 10 月１日現在のものであり、今後変更されることもあります。 

 

４．手数料等及び税金 

（１）申込手数料 

＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞ 

時期 項目 費用・税金 

申込み時 
申込手数料及び 

消費税等相当額 

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込

期間中は１口当たり１円）に申込口数を乗じた申込金額に3.675％

（税抜 3.5％）を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗

じて得た額です。 

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わ

せください。 

※１ 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時

価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）

を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算

した価額で表示されることがあります。 

※２ 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になる場合があります。 

※３ 自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。 

 

（２）換金（解約）手数料 

  換金（解約）手数料はかかりません。信託財産留保額はありません。 
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（３）信託報酬等 

＜信託財産で間接的に負担する（信託財産中から支弁される）費用・税金＞ 

時期 項目 費用・税金 

信託報酬の総額 純資産総額に対し 年率 1.2180％（税抜1.16％） 

委託会社 販売会社 受託会社 
毎日 

信 

託 

報 

酬 

信託報酬の配分 

(純資産総額に対し) 
年率0.4200％ 

（税抜0.40％） 

年率0.7350％ 

（税抜0.70％） 

年率0.0630％ 

（税抜0.06％） 

① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に

年率1.2180％（税抜1.16％）を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は前記の

表のとおりです（下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。）。 

 

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。 

 

③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します（税額

は、税法改正時には変更となります。）。 

 

④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が

一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受した

ときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分

には、消費税等相当額が含まれています。 

 

⑤ 当ファンドの主要投資対象である投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資信託

証券の信託報酬等を加えた実質的な信託報酬率は概ね1.8905％（税込・年率）程度となります。

実質的に負担する信託報酬率は、当ファンドの運用方針に基づいて投資信託証券を組み入れた場

合の概算です。投資信託証券の組入状況等によって、実質的に負担する信託報酬率は変動します。 

投資信託証券の名称 信託報酬等（年率） 

信託報酬等の

総額 
1.345％ 

運用会社 

報酬 

管理会社 

報酬 

保管銀行 

報酬 

FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”
信託報酬等の

配分 
1.10％ 0.125％ 0.12％ 

※上記の信託報酬等は、平成 22 年９月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。ま

た、上記のほか資産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、事務の処理に要す

る費用および監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替

金の利息、その他の実費などを負担する場合があります。 

 

⑥ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売

買委託手数料に対する消費税等相当額及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保

管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金

は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は

国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。 
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（４）その他の手数料等 

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息

（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

 

② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財

産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産に

かかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額（年間

26.25万円（税抜25万円））を上限として、純資産総額に定率（年0.004725％（税抜0.0045％））を

乗じて日々計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとしま

す。なお、上限金額については、現在年間26.25万円（税抜25万円）としますが、今後、監査費用

の変動に伴い変動する可能性があります。 

 

（５）課税上の取扱い 
① 個人の受益者に対する課税 

＜収益分配時＞ 

 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10％（所得税７％および地方税

３％）の税率が適用されます。 

※上記の税率は、平成 24 年１月１日以降は 20％（所得税 15％および地方税５％）となる予定

です。 

 

＜一部解約時および償還時＞ 

 一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得等として課税対象となり、

10％（所得税７％および地方税３％）の税率が適用されます。 

※上記の税率は、平成 24 年１月１日以降は 20％（所得税 15％および地方税５％）となる予定

です。 

 

② 法人の受益者に対する課税 

 法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解

約時および償還時の個別元本超過額については、７％（所得税７％）の税率で源泉徴収され法人

の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。 

※上記の税率は、平成 24 年１月１日以降は 15％（所得税 15％）となる予定です。 

 

(注１) 個別元本について 

・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込

手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異な

る場合があります。受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」

については、下記＜収益分配金の課税について＞をご参照ください。） 

 

(注２) 収益分配金の課税について 

・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特

別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が収益分配

金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また

は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、

②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回
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る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金

となります。 

 なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

※ 上記は、税法が改正された場合等には、変更になることがあります。 

※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。 
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５．運用状況 

（１）投資状況 
 

  平成 22 年 10 月１日現在

資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 3,138,089,712 47.83

投資信託受益証券 ルクセンブルク 3,129,510,779 47.70

現金及びその他の資産（負債控除後）  293,280,380 4.47

合計(純資産総額)  6,560,880,871 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

 

＜参考＞ 

上記表における「親投資信託受益証券」は、全て「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファン

ド」の受益証券でありますが、同マザーファンドの全体の投資状況は以下のとおりです。 

 

損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド 

平成 22 年 10 月１日現在 

資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 香港 1,586,438,523 50.55

 中国 1,026,913,468 32.72

 台湾 426,328,097 13.59

小計  3,039,680,088 96.86

現金及びその他の資産（負債控除後）  98,401,550 3.14

合計(純資産総額)  3,138,081,638 100.00

（注 1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

（注 2）時価合計（円）については、平成 22 年 10 月１日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値に

より邦貨換算しております。 

 

（２）投資資産 
① 投資有価証券の主要銘柄 

ａ．評価額上位 30 銘柄   

   平成 22 年 10 月１日現在

国/ 
地域 

種類 銘柄名 
保有数量 
（口） 

簿価 
単価 
（円）

簿価金額 
（円） 

評価 
単価 
（円）

評価金額 
（円） 

評価損益
（円） 

投資
比率
（％）

日本 
親投資信託
受益証券 

損保ジャパン・
グレーターチャ
イナ・マザーフ
ァンド 

3,094,152,744 0.9724 3,008,771,111 1.0142 3,138,089,712 129,318,601 47.83

ルクセン
ブルク 

投資信託受
益証券 

FORTIS FLEXI 
III Equity 
China A I 
Privileged 
Class 

3,222.87 908,749 2,927,872,108 971,334 3,129,510,779 201,638,671 47.70

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 
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ｂ．種類別投資比率 

 平成 22 年 10 月１日現在 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 47.83 

投資信託受益証券 47.70 

合計 95.53 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する種類別の時価の比率です。 

 

② 投資不動産物件 

  該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

  該当事項はありません。 

 

＜参考＞損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド 

①投資有価証券の主要銘柄 

ａ．評価額上位３０銘柄 

平成 22年 10月１日現在 

順 
位 

種類 通貨 国/地域 銘柄名 業種 
保有 
数量 
（株） 

簿価
単価
（円）

簿価金額 
（円） 

評価 
単価 

（円） 

評価金額
（円） 

投資
比率

（％）

1 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 
HSBC HOLDINGS PLC (HK 
REG) 

銀行 527,200 903 476,324,485 858 452,532,137 14.42

2 外国株式 
台湾・ド
ル 

台湾 
TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFAC 

半導体・半導体製造
装置 

1,091,000 159 173,196,796 166 181,280,560 5.78

3 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 CHINA MOBILE LTD 電気通信サービス 159,000 834 132,671,517 856 136,052,564 4.34

4 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
IND & COMM BK OF CHINA 
- H 

銀行 2,178,000 60 129,985,685 62 135,581,807 4.32

5 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 CNOOC LTD エネルギー 800,000 135 108,038,360 162 129,584,640 4.13

6 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 
STANDARD CHARTERED 
PLC 

銀行 50,900 2,181 111,031,210 2,473 125,865,113 4.01

7 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
CHINA CONSTRUCTION 
BANK-H 

銀行 1,710,000 64 109,762,296 73 125,233,560 3.99

8 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
CHINA LIFE INSURANCE 
CO-H 

保険 359,000 375 134,552,441 330 118,506,080 3.78

9 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 
SUN HUNG KAI 
PROPERTIES 

不動産 78,000 1,172 91,396,855 1,443 112,568,040 3.59

10 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 PETROCHINA CO LTD-H エネルギー 1,148,000 94 107,945,540 97 111,646,559 3.56

11 外国株式 
台湾・ド
ル 

台湾 
HON HAI PRECISION 
INDUSTRY 

テクノロジー・ハー
ドウエア 

309,000 309 95,359,666 315 97,304,100 3.10

12 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 CHEUNG KONG 不動産 75,000 1,027 77,031,181 1,267 94,991,400 3.03

13 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 2,119,000 41 87,886,664 44 92,884,034 2.96

14 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 WHARF HOLDINGS 不動産 134,000 452 60,517,348 537 72,014,682 2.29

15 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 
HENDERSON LAND 
DEVELOPMEN 

不動産 110,000 556 61,192,650 595 65,454,675 2.09

16 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
PING AN INSURANCE 
GROUP CO-H 

保険 72,500 635 46,025,718 853 61,841,340 1.97

17 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 HUTCHISON WHAMPOA 資本財 76,000 605 45,942,922 780 59,260,848 1.89

18 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
BANK OF 
COMMUNICATIONS CO-H

銀行 606,000 87 52,509,373 90 54,758,342 1.74

19 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
CHINA PETROLEUM & 
CHEMICAL-H 

エネルギー 730,000 64 46,893,206 74 54,091,248 1.72

20 外国株式 
台湾・ド
ル 

台湾 CHINA STEEL CORP 素材 548,320 81 44,531,437 87 47,464,772 1.51

21 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 SWIRE PACIFIC LTD 'A' 不動産 36,500 994 36,275,456 1,151 42,022,925 1.34

22 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
CHINA SHENHUA ENERGY 
CO - H 

エネルギー 120,000 351 42,154,785 346 41,486,040 1.32
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順 
位 

種類 通貨 国/地域 銘柄名 業種 
保有 
数量 
（株） 

簿価
単価
（円）

簿価金額 
（円） 

評価 
単価 

（円） 

評価金額
（円） 

投資
比率

（％）

23 外国株式 
台湾・ド
ル 

台湾 
CATHAY FINANCIAL 
HOLDING CO 

保険 302,750 133 40,153,950 128 38,742,918 1.23

24 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
ANHUI CONCH CEMENT CO 
LTD-H 

素材 90,000 247 22,201,627 380 34,167,825 1.09

25 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 ESPRIT HOLDIGS LTD 小売り 72,300 609 44,000,421 453 32,782,049 1.04

26 外国株式 
香港・ド
ル 

中国 
JIANGXI COPPER 
COMPANY LTD-H 

素材 143,000 174 24,818,984 212 30,278,563 0.96

27 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 HANG SENG BANK LTD 銀行 23,800 1,213 28,866,588 1,229 29,246,797 0.93

28 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 
BOC HONG KONG 
HOLDINGS LTD 

銀行 109,000 198 21,602,580 265 28,878,678 0.92

29 外国株式 
台湾・ド
ル 

台湾 AU OPTRONICS CORP 
テクノロジー・ハ
ードウエア 

331,000 89 29,466,873 87 28,741,392 0.92

30 外国株式 
香港・ド
ル 

香港 
CHINA MENGNIU DAIRY 
CO 

食品・飲料・たばこ 110,000 257 28,296,296 258 28,432,800 0.91

（注 1）外貨建証券の評価金額は、平成 22 年 10 月１日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値によ

り邦貨換算しております。 

（注 2）評価額組入上位３０銘柄について記載しています。 

（注 3）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 

 

ｂ．種類別投資比率 

 平成22年10月１日現在

資産の種類 投資比率（％） 

株式 96.86 

合計 96.86 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する種類別の時価の比率です。 

 

ｃ．業種別投資比率 

 平成22年10月１日現在

業種 評価金額（円） 投資比率（％） 

銀行 1,044,980,463 33.30 

不動産 427,966,435 13.64 

エネルギー 360,732,103 11.50 

保険 233,343,895 7.44 

半導体・半導体製造装置 199,319,908 6.35 

素材 186,889,315 5.96 

電気通信サービス 138,866,564 4.43 

テクノロジー・ハードウエア 137,986,500 4.40 

運輸 105,149,234 3.35 

公益事業 60,943,122 1.94 

資本財 59,260,848 1.89 

小売り 53,466,911 1.70 

食品・飲料・たばこ 28,432,800 0.91 

耐久消費財・アパレル 2,341,990 0.07 

合計 3,039,680,088 96.86 

（注）投資比率はファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。 
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②投資不動産物件 

 該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

 該当事項はありません。 

 

（３）運用実績 
①純資産の推移 

  平成 22 年 10 月１日及び同日前１年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。 

  １万口当たり純資産額 ファンドの純資産総額 

  分配落ち（円） 分配付き（円） 分配落ち（円） 分配付き（円）

第１期末 (平成 22年８月23日) 9,412 9,412 6,524,571,236 6,524,571,236

  平成 22 年２月末 9,928 － 5,977,157,811 － 

  ３月末 10,560 － 6,928,436,864 － 

  ４月末 10,406 － 7,074,152,848 － 

  ５月末 9,681 － 6,631,579,500 － 

  ６月末 9,057 － 6,311,369,113 － 

  ７月末 9,551 － 6,687,920,596 － 

  ８月末 9,445 － 6,511,194,079 － 

  ９月末 9,831 － 6,536,171,360 － 

  10 月１日 9,903 － 6,560,880,871 － 

 

②分配の推移 

期間 １万口当たりの分配金（円）

第１期 
自 平成 22 年２月 24 日 
至 平成 22 年８月 23 日 

0 

 

③収益率の推移 

 収益率（％） 

第１期 △ 5.88 

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の

基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た

数に１００を乗じて得た数です。 
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６．手続等の概要 

(１) 申込（販売）手続等 

お申込受付 

当初申込期間 ： 平成22年１月25日から平成22年２月23日まで 

販売会社の営業時間内に、申込みいただくことができます。 

継続申込期間 ： 平成22年２月24日から平成23年５月20日まで 

※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新さ

れます。 

 

毎営業日において、原則としていつでも申込みいただくことができます。 

ただし、ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしく

は深セン証券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を

含みます。）においては、取得の申込みを受付けないものとします。 

 

お申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業

日の取扱いとなります。（受付時間については、販売会社により異なる場合があり

ますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。） 

 

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設され

たこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口

座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売

会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に

係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託に

より分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記

録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機

関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信

託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

委託会社は、取得申込者の申込総額が多額であると判断した場合、この信託が

主要投資対象とする投資信託証券の申込みの停止ならびに基準価額算出の中止、

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場に

おける流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模

停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等

における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規

制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）

による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等

その他やむを得ない事情があると判断したときは、取得申込みの受付を中止する

こと、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとしま

す。 
  

お申込単位 
販売会社が定める単位とします。 

※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 
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当初申込期間：１口当たり１円とします。 

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は日々変

動します。 

お申込価額 

  

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にし

たがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額を

いいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあり

ます。 
  

※ 当ファンドの基準価額については、 

  委託会社（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社） 

  ホームページ：http://www.sjnk-am.co.jp/ 

  電話03-5290-3519 営業部（受付時間 ： 営業日の午前９時～午後５時）また

は販売会社に問い合わせることにより知ることができます。 

 また、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

お申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた申込金

額に、3.675％（税抜 3.5％）を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗じ

て得た額です。 

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 

 

(２) 換金（解約）手続等 

ご換金受付 

毎営業日において、原則としていつでも申込みいただくことができます。 

ご換金される場合は、お申込みの販売会社へお申し出ください。 

 

ただし、ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしく

は深セン証券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を

含みます。）においては、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。 

ご換金のお申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは

翌営業日の取扱いとなります。（受付時間については、販売会社により異なる場合

がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。） 

 

ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当

該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、

当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の

規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録

が行われます。 

委託会社は、いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日

における受益権の総口数の10％を超える場合またはそのおそれがあると判断し

た場合や、いずれかの解約日においてその解約日を含む過去５営業日における解

約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総口数の30％を超える場合

またはそのおそれがあると判断した場合等一部解約の請求金額が多額であると

判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の

停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の

停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市

場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出
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が困難となった場合、投資対象国等における非常事態（金融危機、デフォルト、

重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデタ

ーや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減

少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断した

ときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部

解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行

の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行

の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除

した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、

信託約款の規定に準じて算出した価額とします。 
 
※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があり

ます。 

ご換金単位 
販売会社が定める単位とします。 

※ご換金単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 

ご換金方法 

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。 

ご換金時には税金が課せられます。詳しくは前記「第二部ファンド情報 第１フ

ァンドの状況 ４.手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご参照ください。

支払開始日 解約請求受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いします。 

 

７．管理及び運営の概要 

資産の評価 

① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則

にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額

をいいます。 

 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）

の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

よって計算します。ただし、社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合

には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原

則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しま

す。ただし、社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定

めるところによります。 

② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知

ることができます。また、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に

掲載されます。なお、基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。

委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の基準価額算出の

中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動

性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、シス

テム障害等により基準価額の公表を中止することがあります。 

 

・お電話によるお問い合わせ（委託会社） 

 電話番号 03-5290-3519 営業部（受付時間：営業日の午前９時～午後５時） 

・委託会社のホームページ http://www.sjnk-am.co.jp/ 
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保管 該当事項はありません。 

信託期間 

 平成32年２月24日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第40条第１

項および第２項、第42条第１項、第43条第１項および第45条第２項に規定する事由

が生じた場合には、この信託を終了させることがあります。 

また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、

受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 

計算期間 

 原則として毎年２月24日から８月23日および８月24日から翌年２月23日までと

します。なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」

といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ

の翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了

日は、信託約款第４条に定める信託期間の終了日とします。 
 

その他  

①信託契約の解

約 

(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、

受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約するこ

とが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる

ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようと

する旨を監督官庁に届け出ます。 

 (ⅱ) 委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券がその信託を終了

させることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(ⅲ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、書面による決議（以下「書面決議」

といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な

らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前まで

に、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項

を記載した書面決議の通知を発します。 

(ⅳ) 前記(ⅲ)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産

にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会

社を除きます。以下(ⅳ)において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を

有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行

使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 

 

(ⅴ) 前記(ⅲ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であ

って、当該受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 
 

 (ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、前記(ⅱ)の規定に基づいてこの信託契約を

解約するとき、あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合

において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産

の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(ⅲ)

から(ⅴ)までの手続を行うことが困難な場合にも適用しません。 
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②信託契約に関

する監督官庁

の命令 

(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その

命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。 

(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとすると

きは、信託約款第41条の規定にしたがいます。 
 

③委託会社の登

録取消等に伴

う取扱い 

(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務

を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

 (ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の

業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信

託約款第41条第２項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会

社と受託会社との間において存続します。 
 

④委託会社の事

業の譲渡およ

び承継に伴う

取扱い 

(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この

信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 

(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これ

に伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

 

⑤受託会社の辞

任および解任

に伴う取扱い 

(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。

受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要

な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申

立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を

解任した場合、委託会社は、信託約款第41条の規定にしたがい、新受託会社を

選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任

することはできないものとします。 

(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解

約し、信託を終了させます。 

(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情

が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまた

はこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第

２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を

行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およ

びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本⑥（ⅰ)から（ⅶ）

までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。 

⑥信託約款の変

更等 

(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項（前記(ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が

重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約

款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合におい

て、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容および

その理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に

係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議

の通知を発します。 
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(ⅲ) 前記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産

にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会

社を除きます。以下(ⅲ)において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を

有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行

使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 

(ⅳ) 前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であ

って、当該受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

 

(ⅴ) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
 

 (ⅵ) 前記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等につい

て提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受

益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ

ん。 

 (ⅶ) 前記(ⅰ)から(ⅵ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書

面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信

託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併

合を行うことはできません。 
 

⑦運用に係る報

告等開示方法 

委託会社は、金融商品取引法の規定に基づき計算期間終了毎に有価証券報告書を

作成します。また、委託会社は｢投資信託及び投資法人に関する法律｣の規定に基づ

き計算期間の末日毎に運用報告書を作成し、かつ知れている受益者に交付します。

⑧公告  委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑨募集・販売契

約の変更 

 委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別

段の意思表示のない限り、１年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等

に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。 

⑩信託事務処理

の再信託 

 

受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することができま

す。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 

受益者の 

権利等 

 

 当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、信託約款には受益者集会に関す

る規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益

者に帰属します。 

①収益分配金に

対する請求権 

 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有し

ます。 

 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて

いる受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益

権にかかる受益者を除きます。）に、原則として決算日から起算して５営業日目ま

でにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において

行うものとします。なお、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配

金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
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載または記録されます。 

②償還金に対す

る請求権 

 受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金

は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に

支払います。 

 償還金は、償還日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われま

す。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 

③一部解約の実

行請求権 

 受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって、受益

権の一部解約の実行を請求することができます。ただし、ルクセンブルグの銀行休

業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所のいずれかの取

引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を含みます。）においては、一部解約

の実行の請求を受け付けないものとします。また、受付は原則として午後３時まで

とし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いになります。（受付時間については、

販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確

認ください。） 

④帳簿書類の閲

覧・謄写の請

求権 

 受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する

帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。 

⑤反対者の買取

請求権 

 信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議におい

て当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、

自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま

す。 
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第２ 財務ハイライト情報 

 

本項に記載された事項は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ファンドの経理状況」

の「財務諸表」から抜粋して記載したものです。なお、当該財務諸表については新日本有限責任監査法

人による監査を受けております。また、当該監査証明にかかる監査報告書は、有価証券届出書「第三部 

ファンドの詳細情報 第４ファンドの経理状況」の「財務諸表」に添付しております。 

 

りそな中国Ａ株５０ファンド 

 

１．貸借対照表 
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２．損益及び剰余金計算書 

 
 

 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 第１期 
区分 自 平成22年２月24日 

 至 平成22年８月23日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券、投資信託受益証券 

移動平均法に基づき計算期間末日の基準

価額で評価しております。 

２．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

 

１．名義書換 

 該当事項はありません。 

２．受益者名簿 

 作成しません。 

３．受益者集会 

 開催しません。 

４．受益者に対する特典 

 ありません。 

５．譲渡制限の内容 

 譲渡制限はありません。 

６．受益証券の再発行 

 受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益

証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、

受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

７．受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま

たは記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合

には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま

す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が

行われるよう通知するものとします。 

③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異

なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき

は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

８．受益権の譲渡の対抗要件 

 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対

抗することができません。 

９．受益権の再分割 

 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を

均等に再分割できるものとします。 

10．償還金 

 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日

以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定

された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に

ついては原則として取得申込者とします。）に支払います。 

11．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款

の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第４ ファンドの詳細情報の項目 

 

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は以下のとおりです。 

 

  第１ ファンドの沿革 

  第２ 手続等 

   １ 申込（販売）手続等 

   ２ 換金（解約）手続等 

  第３ 管理及び運営 

   １ 資産管理等の概要 

    (１) 資産の評価 

    (２) 保管 

    (３) 信託期間 

    (４) 計算期間 

    (５) その他 

   ２ 受益者の権利等 

  第４ ファンドの経理状況 

   １ 財務諸表 

    (１) 貸借対照表 

    (２) 損益及び剰余金計算書 

    (３) 注記表 

(４) 附属明細表 

   ２ ファンドの現況 

      純資産額計算書 

      Ⅰ 資産総額 

      Ⅱ 負債総額 

      Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ－Ⅱ） 

      Ⅳ 発行済数量 

      Ⅴ １単位当たり純資産額 （Ⅲ／Ⅳ） 

  第５ 設定及び解約の実績 
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［ りそな中国Ａ株５０ファンド 信託約款 ］ 

運用の基本方針 

 

 約款第 18 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針はつぎのものとします。 

 

１．基本方針 

 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。 

 

２．運用方針 

(1) 投資対象 

 投資信託証券を主要投資対象とします。 

 

(2) 投資態度 

① 主として「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」および「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マ

ザーファンド」の投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。 

② 各投資信託証券の組入比率は、通常時において下記の資産配分比率を基準とします。 
「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」···················概ね 50％程度 
「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」·····概ね 50％程度 
なお、主要投資対象とする投資信託証券の組入や売却に時間がかかる場合等には、基準とする資産配分

比率から大きく乖離することがあります。 
また、資産配分比率は、今後の市場の制度、市場規模、流動性、その他構造変化等によっては見直しを

行う場合があります。 
③ 委託者は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券がその信託を終了させることとなった場合には、

受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 

④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合

があります。 

⑥ 投資環境によっては、防衛的な観点から委託者の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合

があります。 

 

(3) 投資制限 

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

② 株式及び外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

③ デリバティブの直接利用は行いません。 

④ 株式への直接投資は行いません。 

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

 

３．収益分配方針 

 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）

等の全額とします。 

② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が

少額の場合には分配を行わないことがあります。 

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 
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追加型証券投資信託 

りそな中国Ａ株５０ファンド 

約  款 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社を委託

者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108 号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 

 

【信託事務の委託】 

第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受け

た一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項に

て準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第17条第１

項、第２項および第21条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託すること

ができます。 

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがな

い場合に行うものとします。 

 

【信託の目的、金額および信託金の限度額】 

第３条 委託者は、金5,958,800,572円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引

受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金400億円を限度として信託金を追加できるものとします。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

 

【信託期間】 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成32年２月24日までとします。 

 

【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第５条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合

に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 

 

【当初の受益者】 

第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、

第７条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

【受益権の分割および再分割】 

第７条 委託者は、第３条第１項の規定による受益権については5,958,800,572口として、追加信託によっ

て生じた受益権については、これを追加信託のつど、第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に

分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以

下同じ。）に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

 

【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗

じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則

にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総

額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。なお、外貨建資産（外

国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。

以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値

によって計算します。 

③ 第 20 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の

仲値によるものとします。 

 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
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【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじ

めこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振

替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振

法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）

の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録

されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存

在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し

ません。 

 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請

求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな

記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関

等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座

簿への新たな記載または記録を行います。 

 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第11条 受託者は、第３条第１項の規定による受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じ

た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る

信託を設定した旨の通知を行います。 

 

【受益権の申込単位、価額および手数料】 

第12条 委託者および指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金

融商品取引業を行う者および金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以

下同じ。）は、第７条第１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、最低単位

を１円単位または１口単位として委託者および指定販売会社がそれぞれ定める申込単位をもって取

得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資契約約款（以

下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得申込

に応じることができるものとします。 

② この約款において「自動けいぞく投資契約約款」とは、この信託について受益権取得申込者と委

託者および指定販売会社が締結する「自動けいぞく投資契約約款」と別の名称で同様の権利義務関

係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資契約約款」は当該別の名称に

読み替えるものとします。 

③ 第１項の規定にかかわらず、ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所も

しくは深セン証券取引所のいずれかの取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取

引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい

ます。以下同じ。）の休業日（香港証券取引所の半日休業日を含みます。）においては、第１項によ

る受益権の取得の申込みを受付けないものとします。 

④ 第１項の取得申込者は委託者および指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のため

に開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に

当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者（第36条に規定す

る委託者が指定する口座管理機関を含みます。）および指定販売会社は、当該取得申込の代金（第

４項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、

当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手

数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価

額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、１口につき１円

に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑥ 前項の手数料の額は、委託者および指定販売会社がそれぞれ定めるものとします。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、別に定める契約を結んだ受益者が、別に定める契約に基づいて収益

分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として第29条に規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 
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⑧ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、取得申込者の申込総額が多額であると判断した場合、こ

の信託が主要投資対象とする別に定める投資信託証券の申込みの停止ならびに基準価額算出の中止、

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極

端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価

額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政

策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、

戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等その他やむ

を得ない事情があると判断したときは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取

得申込みの受付を取り消すことができるものとします。 

 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または

記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、

譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に

社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる

よう通知するものとします。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる

場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振

替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

【受益権の譲渡の対抗要件】 

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者およ

び受託者に対抗することができません。 

 

【投資の対象とする資産の種類】 

第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め

るものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権 

ハ．約束手形 

 

【運用の指図範囲】 

第16条 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証

券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投

資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）をいいます｡以下同じ。）の

ほか次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲

げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの 

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と

社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。） 

４．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

 なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し

条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるもの

とします。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２

条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する

ことを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 
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４．手形割引市場において売買される手形 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用すること

の指図ができます。 

 

【利害関係人等との取引等】 

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受

託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三

者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第21条第１項に定める信託

業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条ならびに

第16条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第20条、第24条から第26条に掲げる取

引その他これらに類する行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことが

できる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるも

のとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場

合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法

第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託者が

運用の指図を行う他の信託財産との間で、第15条ならびに第16条第１項および第２項に掲げる資産

への投資等ならびに第20条、第24条から第26条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うこと

の指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行

為を行うことができます。 

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第

３項の通知は行いません。 

 

【運用の基本方針】 

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を

行います。 

 

【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】 

第19条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる

場合には、制約されることがあります。 

 

【外国為替予約の指図】 

第20条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該信託財産の為替ヘッジのため、外国為替

の売買の予約を指図することができます。 

 

【信託業務の委託等】 

第21条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託

業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含み

ます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる

こと 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う

体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合

していることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める

者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為

に係る業務 
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４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 

【混蔵寄託】 

第22条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融

商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以

下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引

により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金

融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一

種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。 

 

【信託財産の登記等および記載等の留保等】 

第23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするこ

ととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、

速やかに登記または登録をするものとします。 
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属す

る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するもの

とします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理する

ことがあります。 
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算

を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

 

【一部解約の請求および有価証券売却等の指図】 

第24条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に

属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

【再投資の指図】 

第25条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係

る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

【資金の借入れ】 

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的と

して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場

を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等

の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産

で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間

とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業

日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

【損益の帰属】 

第27条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 

 

【受託者による資金の立替え】 

第28条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は

資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、

信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰

入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ

を定めます。 
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【信託の計算期間】 

第29条 この信託の計算期間は、原則として毎年２月24日から８月23日および８月24日から翌年２月23日

までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間

が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の終了日

とします。 

 

【信託財産に関する報告等】 

第30条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は

行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこと

のできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれ

のない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものと

します。 

 

【信託事務の諸費用】 

第31条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（監査費用、法律・税務顧問への報酬、

印刷費用、郵送費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。）および受託者

の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から

支弁します。 

② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支

払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支

払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、

委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見

積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受

けることができます。 

③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等

を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内で係る上限、固定率ま

たは固定金額を変更することができます。 

④ 第２項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る費用の額は、第29条に規定す

る計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のと

き当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。 

 

【信託報酬の額および支弁の方法】 

第32条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の

純資産総額に年10,000分の116の率を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者

と受託者との間の配分は別に定めます。 

③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産から支弁

します。 

 

【収益の分配】 

第33条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

１．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といい

ます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、

その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部

を分配準備積立金として積立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬

および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全

額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
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てるため、分配準備積立金として積立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 

【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】 

第34条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了

時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）については

第35条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第35条第４項に規定する支払開

始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約

金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第35条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に

おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期

間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金

に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で

記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営

業日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対して

遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権

は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受

益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者

とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して

委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申

請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載

または記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第38条第１項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として７営業日目

から当該受益者に支払います。ただし、いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その

解約日における受益権の総口数の10％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合や、い

ずれかの解約日においてその解約日を含む過去５営業日における解約請求の口数の合計が、その解

約日における受益権の総口数の30％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合等一部解

約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする別に定める投資信託証

券の解約および換金の停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取

引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自

然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象

国等における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税

制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動

性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情により、有価証券の売却

（この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約または換金を含みます。）や売却代金の入金

が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。 

⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指

定販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託者自ら勧誘した受益者に対する支払

いは、委託者において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受

益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信

託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均

され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益

権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

 

【委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関への委任】 
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第36条 委託者の自らの募集にかかる受益権について、委託者は、口座管理機関を指定し、振替口座簿へ

の記載または記録等に関する業務を委任することができます。 

 

【収益分配金および償還金の時効】 

第37条 受益者が、収益分配金について第35条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求

しないとき、ならびに信託終了による償還金については第35条第３項に規定する支払開始日から10

年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に

帰属します。 

 

【信託契約の一部解約】 

第38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を１円または１口単位として委託者および指

定販売会社がそれぞれ定める申込単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 

② 受益者が、第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者および指定販売会社に対し、振

替受益権をもって行うものとします。 

③ 第１項の規定にかかわらず、ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所も

しくは深セン証券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を含みます。）

においては、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。 

④ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約し

ます。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関

等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該

一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該

振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。 

⑥ 委託者は、いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総

口数の10％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合や、いずれかの解約日においてそ

の解約日を含む過去５営業日における解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総口

数の30％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合等一部解約の請求金額が多額であ

ると判断した場合、この信託が主要投資対象とする別に定める投資信託証券の解約および換金の停

止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停

止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停

電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態（金

融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クー

デターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資

金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、第１項による一部解約の

実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこ

とができるものとします。 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に

行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求

を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、第５項の規定に準じて算出した価額

とします。 

 

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 

第39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款による

ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 

【信託契約の解約】 

第40条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口

を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を

終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監

督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券がその信託を終了させることとなった場

合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場

合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
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③ 委託者は、第１項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。

この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、

当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれ

らの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す

るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の

口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権

を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

⑤ 第３項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議

決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

⑥ 第３項から前項までの規定は、第２項の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、あるいは、

委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る

すべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、

信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第３項から前項まで

の手続を行うことが困難な場合にも適用しません。 

 

【信託約款の変更等】 

第41条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及

び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以

下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその

内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更するこ

とができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限

ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行

います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お

よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている

受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す

るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の

口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権

を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議

決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、

当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該

他の投資信託との併合を行うことはできません。 

 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第42条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第41条の規定に

したがいます。 

 

【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 

第43条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会

社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第41条第２項の書面決議で否決された場合を除き、

当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 
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第44条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を承継させることがあります。 

 

【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 

第45条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反

して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、

裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者

を解任した場合、委託者は、第41条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、

上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

【反対者の買取請求権】 

第46条 第40条に規定する信託契約の解約または第41条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合に

は、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、

自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請

求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第40条第３項または第41条第２項に規定する書

面に付記します。 

 

【信託期間の延長】 

第47条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と

協議のうえ、信託期間を延長することができます。 

 

【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】 

第48条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはで

きません。 

１．他の受益者の氏名または名称および住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

 

【公告】 

第49条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成 22 年２月 24 日（信託契約締結日） 

 

 

委託者  東京都中央区日本橋二丁目２番 16 号  

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 

 

 

受託者  大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 

株 式 会 社 り そ な 銀 行 

 

 

付 表 

１.別に定める投資信託証券 

約款第 12 条第８項、第 16 条第１項、第 35 条第４項および第 38 条第６項の「別に定める投資信託証券」

とは次の外国投資信託および投資信託の受益証券をいいます。 

外国籍投資信託 「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “Ａ”」 

親投資信託 「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」



I 

 
 

委託会社 
投信会社・運用会社とも呼ばれています。ファンドの設定、運用、運

用報告書や目論見書の作成等を行います。 

運用報告書 

受益者の皆様に、ファンドの運用状況、設定来の基準価額の推移、運

用実績等を説明するための報告書のことをいいます。委託会社が「投

資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、決算時（年２回以上決

算があるファンドについては半年に１回）、償還時に作成します。 

解約価額 
ファンドの解約時の価額です。基準価額から信託財産留保額を差し引

いた価額をいいます。 

為替ヘッジ 
外貨建て資産に投資する場合に、為替予約取引等を用いて、為替変動

による影響の低減を図ることをいいます。 

基準価額 

ファンドの１口当たりの価額を表します。ファンドの純資産総額を、

計算日の受益権総口数で割ったものです。便宜上、１万口当りの価額

で表示される場合もあります。 

自動けいぞく投資 
収益分配の際に、税引き後の収益分配金を、無手数料で自動的に全額再

投資する方法です。 

収益分配金 
ファンドの決算の際に、委託会社が、運用の結果あげられた収益等を、

保有口数に応じて受益者に支払う金銭のことをいいます。 

受益者 受益権を取得した投資家（ファンドの購入者）のことをいいます。 

純資産総額 
ファンドの資産を時価評価した金額から負債総額を控除した金額をい

います。 

償還 
ファンドの信託期間が終了することです。信託期間の末日が償還日と

なります。償還の際には償還金が受益者に支払われます。 

信託期間 ファンドが設定されてから、償還を迎えるまでの期間です。 

信託財産留保額 

途中解約される受益者から、解約時に徴収し信託財産に留保する金額

です。受益者間の公平性の確保や、運用の安定性を高めるために設け

られた制度で、手数料とは異なります。通常は、基準価額の一定比率

で定められています。 

信託報酬 ファンドの運用・管理の対価として、信託財産の中から、委託会社・

受託会社・販売会社に支払われる報酬のことをいいます。信託報酬は、

信託財産から日々自動的に支払われ、基準価額に反映されています。

通常は純資産総額の一定率で定められています。 

 

用語集 



II 

 

 

ポートフォリオ 
投資家の保有する投資資産の集合体（複数の資産や銘柄の組み合わせ）

や、そうした資産構成を意味します。 

目論見書 

ファンドの仕組み、ファンド概要、運用方針、投資リスク、申込・換

金手続き、手数料等の費用、税金等が記載されています。目論見書に

は、ファンドを購入する際に、投資家にあらかじめ又は同時に交付し

なければならない「交付目論見書」と投資家より請求があった時に交

付する「請求目論見書」があります。 
 

 

 

用語集 



投資信託説明書（請求目論見書）
2010年11月

本文書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。

追加型投信 / 海外 / 株式 



 

 

１．「りそな中国Ａ株５０ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金
融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第５条の規定により有価証券届出書を平
成 22 年１月８日に関東財務局長に提出し、平成 22 年１月 24 日にその効力が発
生しております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書
を平成 22年 10 月１日及び平成 22年 11月 22 日に関東財務局長に提出しており
ます。 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第
25 号）第 13 条第２項第２号に定める事項に関する内容を記載した目論見書で
す。 

３．「りそな中国Ａ株５０ファンド」の基準価額は、当ファンドに組入れられる有
価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用によ
る損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元
金が保証されているものではありません。 

４．「りそな中国Ａ株５０ファンド」は、主に外国株式に投資する投資信託証券を
投資対象としています。当ファンドの基準価額は、当該投資信託証券が組み入
れた株式の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これによ
り投資元本を割り込むことがあります。また、当該投資信託証券が組み入れた
株式の発行者の経営・ 財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に
より、投資元本を割り込むことがあります。 

 

＜投資信託の特徴＞ 
■ 投資信託は預金保険の保護の対象とはなりません。  
■ 投資信託は金融機関の預金と異なり、元本を保証するものではありません。  
■ 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者が負うことになります。 
■ 投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 
■ 投資信託は元本及び利息の保証はありません。  
■ 登録金融機関でお申込みいただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではあり
ません。 

 

目  次  

 頁 

第三部 ファンドの詳細情報 ············································1 
 第１ ファンドの沿革 ············································1 
 第２ 手続等 ············································1 
  １．申込（販売）手続等 ············································1 
  ２．換金（解約）手続等 ············································2 
 第３ 管理及び運営 ············································3 
  １．資産管理等の概要 ··············································3 
  ２．受益者の権利等 ············································7 
 第４ ファンドの経理状況 ············································9 
  １．財務諸表·······················································11 
  ２．ファンドの現況 ···········································28 
 第５ 設定及び解約の実績 ···········································28 

 

■当ファンドに関する情報提供窓口 
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 
お電話によるお問合わせ先 03-5290-3519 営業部(受付時間：営業日の午前９時～午後
５時) 
委託会社のホームページ  http://www.sjnk-am.co.jp/ 
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第三部 ファンドの詳細情報 
 

第１ ファンドの沿革 

 

平成22年２月24日  信託契約締結、設定、運用開始 

 

第２ 手続等 

 

１．申込（販売）手続等 

(１) 当ファンドの受益権の取得申込みは、当初申込期間（平成22年１月25日から平成22年２月23日

まで）は販売会社の営業時間内にお申込みいただくことができます。 

継続申込期間（平成22年２月24日から平成23年５月20日まで）は、申込期間内における毎営業

日において、いつでも申込みいただくことができます。ただし、ルクセンブルグの銀行休業日、

香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港

証券取引所の半日休業日を含みます。）においては、取得のお申込みを受付けないものとします。 

お申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとな

ります。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、

販売会社にご確認ください。） 

 

 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とす

る投資信託証券の申込みの停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為

替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、

自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対

象国等における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、

税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流

動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したと

きは、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことが

できるものとします。 

 

(２) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。当ファンドには、分配金を受け取

る「一般コース」と、収益の分配がなされた場合で税金を差引いた後に分配金を再投資する「自

動けいぞく投資コース」があり、当ファンドの取得申込みの際に、いずれかのコースをお選びい

ただくことになります。 

※販売会社によってはいずれか一つのコースのみの取扱いとなる場合もあります。 

 

(３) 当該受益権の申込価額は、当初申込期間（平成22年１月25日から平成22年２月23日まで）は１

口当たり１円です。継続申込期間（平成22年２月24日から平成23年５月20日まで）は取得申込受

付日の翌営業日における基準価額※とします。 

 

※基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時

価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）

を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換

算した価額で表示されることがあります。 
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 当ファンドの基準価額については、委託会社（損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

株式会社、ホームページ：http://www.sjnk-am.co.jp/、電話03-5290-3519 営業部（受付時間：

営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほ

か、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

 

(４) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口あたり１円）に申込口数を乗じた

申込金額に、3.675％（税抜 3.5％）を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額

です。 

 自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。 

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 

 

(５) お申込単位は、販売会社が定める単位とします。 

※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 

 

(６) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の

受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る

口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと

引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま

す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替

機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える

振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に

ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設

定した旨の通知を行います。 

 

２．換金（解約）手続等 

(１) 受益者は日本における委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求すること

ができます。ただし、ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしくは

深セン証券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を含みます。）にお

いては、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。一部解約の受付は原則として午後

３時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなります。（受付時間については、販売

会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。） 

 

(２) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって委託会社に一部解

約の実行を請求することができます。 

 一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 

 

(３) 一部解約の価額は、当該解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。解約代金は原則とし

て解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る

手数料はありません。 

 

 ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第１ファン

ドの状況 ４手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご参照ください。 
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(４)  委託会社は、いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日における受益

権の総口数の10％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合や、いずれかの解約日に

おいてその解約日を含む過去５営業日における解約請求の口数の合計が、その解約日における受

益権の総口数の30％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合等一部解約の請求金額

が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の

停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能

の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大

規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非

常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自

然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な

減少もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、一部解

約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り

消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は

当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ

の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解

除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規

定に準じて算出した価額とします。 

 

(５) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の

口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお

いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

（６) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。  

 

 

第３ 管理及び運営 

 

１．資産管理等の概要 

（１）資産の評価 

①  基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時

価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）

を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。 

 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算は、原

則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、社

団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、

外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値

によって計算します。ただし、社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の

定めるところによります。 

 

② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができま

す。また、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額
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は１万口単位で表示されたものが発表されます。 

委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の基準価額算出の中止、取引所に

おける取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引

市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公表を中止するこ

とがあります。 

 

・お電話によるお問い合わせ（委託会社） 

電話番号 03-5290-3519 営業部（受付時間：営業日の午前９時～午後５時） 

・委託会社のホームページ http://www.sjnk-am.co.jp/ 

 

（２）保管 

 該当事項はありません。 

 

（３）信託期間 

 平成32年２月24日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第40条第１項および第２

項、第42条第１項、第43条第１項および第45条第２項に規定する事由が生じた場合には、この信

託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であ

ると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 

 

（４）計算期間 

 当ファンドの計算期間は、原則として毎年２月24日から８月23日および８月24日から翌年２月

23日までとします。なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と

いいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計

算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第４条に定める

信託期間の終了日とします。 

 

（５）その他 

① 信託契約の解約 

(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が

30億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると

認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契

約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、

解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(ⅱ) 委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券がその信託を終了させることとな

った場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ

ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出

ます。 

(ⅲ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を

行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由など

の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、

書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

(ⅳ) 前記(ⅲ)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下(ⅳ)において

同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知
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れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成

するものとみなします。 

(ⅴ) 前記(ⅲ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益

者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、前記(ⅱ)の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、

あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ

の信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときに

は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で

あって、前記(ⅲ)から(ⅴ)までの手続を行うことが困難な場合にも適用しません。 

 

② 信託契約に関する監督官庁の命令 

(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款

第41条の規定にしたがいます。 

 

③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い 

(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資

信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第41条第２項の書面決議

で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

 

④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。 

(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信

託契約に関する事業を承継させることがあります。 

 

⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い 

(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその

任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社

または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場

合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款第41条の規定にしたがい、

新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任す

ることはできないものとします。 

(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終

了させます。 

 

⑥ 信託約款の変更等 

(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合

（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
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ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本⑥（ⅰ)から

（ⅶ）までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。 

(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項（前記(ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該

当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）に

ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な

信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、

この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議

の通知を発します。 

(ⅲ) 前記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下(ⅲ)において

同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知

れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成

するものとみなします。 

(ⅳ) 前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益

者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

(ⅴ) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

(ⅵ) 前記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場

合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときには適用しません。 

(ⅶ) 前記(ⅰ)から(ⅵ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決さ

れた場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議

が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

 

⑦ 運用に係る報告等開示方法 

委託会社は、金融商品取引法の規定に基づき計算期間終了毎に有価証券報告書を作成します。

また、委託会社は｢投資信託及び投資法人に関する法律｣の規定に基づき計算期間の末日毎に運用

報告書を作成し、かつ知れている受益者に交付します。 

 

⑧ 公告 

 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

⑨ 募集・販売契約の変更 

 委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示

のない限り、１年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間

の合意により変更することができます。 

 

⑩ 信託事務処理の再信託 

受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に

係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 
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２．受益者の権利等 

 当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信

託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとお

りです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利

益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

 

(１) 収益分配金に対する請求権 

 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。 

 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた

め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払い

は、販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託会社自らの募集に応じた受益者

に帰属する受益権にかかる収益分配金の支払いは委託会社において行います。 

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます

が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は

その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

(２) 償還金に対する請求権 

 受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日にお

いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が

行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込

代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申

込者とします。）に支払います。償還金は、償還日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者

に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。なお、委託会社自ら

勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。 

償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失

い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

(３) 一部解約の実行請求権 

 受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の

実行を請求することができます。ただし、ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証

券取引所もしくは深セン証券取引所のいずれかの取引所の休業日（香港証券取引所の半日休業日を

含みます。）においては、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。 

受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いになります。（受付

時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご

確認ください。）一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委

託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。 

 

(４) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 

 受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧

または謄写を請求することができます。 
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(５) 反対者の買取請求権 

 信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約また

は重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託

財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 
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第４ ファンドの経理状況 

 

１．当ファンドの財務諸表は、「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）（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の規定により、｢投

資信託財産の計算に関する規則｣（平成 12 年総理府令第 133 号）（以下「投資信託財産計算規則」

という。）に基づいて作成しております。 

  なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。 

２．当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、平成 22 年２月 24 日から

平成 22 年８月 23 日までの財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けてお

ります。 
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１．財務諸表 

 

りそな中国Ａ株５０ファンド 

 

（１） 貸借対照表 
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（２） 損益及び剰余金計算書 
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（３） 注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 第１期 
区分 自 平成22年２月24日 

 至 平成22年８月23日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券、投資信託受益証券 

移動平均法に基づき計算期間末日の基準

価額で評価しております。 

２．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 

 

 

（貸借対照表に関する注記） 

 第１期 

 （平成22年８月23日現在） 

１．計算期間末日における受益権の総

数 
6,932,013,450口 

２．投資信託財産計算規則第55条の６

第10号に規定する額 
元本の欠損 407,442,214円 

３．計算期間の末日における１単位当

たりの純資産の額 

１口当たり純資産額 0.9412円 

(１万口当たり純資産額  9,412円） 

 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第１期 
自 平成22年２月24日 
至 平成22年８月23日 

１．分配金の計算過程 

第１期計算期間末（平成22年８月23日）に経費控除後の配当等収益（19,597,696円）

（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）及び収益調整金

（1,905,028円）を対象収益（21,502,724円）として、委託者が基準価額の水準、市

況動向等を勘案した結果、分配を行わないことに決定しました。 
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（金融商品に関する注記） 

 第 1 期 

自 平成 22 年２月 24 日 

至 平成 22 年８月 23 日 

１．金融商品の状況に関する事

項 
(１)金融商品に対する取組方針 

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき

金融商品を投資として運用することを目的としており

ます。 

 (２)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 

①金融商品の内容 

当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コー

ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当フ

ァンドが保有する有価証券の詳細は（有価証券関係）に

記載しております。 

 ②金融商品に係るリスク 

当ファンドが実質的に保有している金融商品は、価格変

動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、

流動性リスクに晒されております。 

 (３)金融商品に係るリスク管理体制 

委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門

が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したリスク

管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを

監視し、その状況をリスク管理委員会等に定期的に報告

しております。 

 市場リスク 

金融市場における各金融商品の時価の推移を把握する

こと等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管

理しております。 

 信用リスク 

各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリング

すること等により、ファンドの投資制限等、運用方針

への遵守状況を管理しております。 

 流動性リスク 

必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等に

より、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を

管理しております。 

 また、内部監査室が運用リスク管理の適切性・有効性に

ついて内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告す

るとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローア

ップを実施しております。 

 (４)金融商品の時価等に関する事項の補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市

場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。 
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 第 1 期 

自 平成 22 年２月 24 日 

至 平成 22 年８月 23 日 

２．金融商品の時価等に関する

事項 
(１)貸借対照表計上額、時価およびその差額 

当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて

時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との

差額はありません。 

 (２)時価の算定方法 

①親投資信託受益証券、投資信託受益証券 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載してお

ります。 

②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 

短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としておりま

す。 

 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第１期 

（平成 22 年８月 23 日現在） 

該当事項はございません。 

 

 

（その他の注記） 

 第１期 
 自 平成22年２月24日 

 至 平成22年８月23日 

信託財産に係る期首元本額、期中追加

設定元本額及び期中解約元本額 

 

期首元本額 5,958,800,572円 

期中追加設定元本額 1,536,499,582円 

期中解約元本額 563,286,704円 
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（有価証券関係） 

第１期（自平成 22 年２月 24 日 至平成 22 年８月 23 日） 

売買目的有価証券 

種類 
当計算期間の損益に含まれた
評価差額（円） 

投資信託受益証券 △244,571,997 

親投資信託受益証券 △97,337,631 

合計 △341,909,628 

 

 

（デリバティブ取引等関係） 

 該当事項はございません。 

 

 

（４） 附属明細表 
 ① 有価証券明細表 

（Ⅰ）株式 

    該当事項はございません。 

 

（Ⅱ）株式以外の有価証券 

    次表の通りです。 

 

   平成22年８月23日現在

種類 銘柄 券面総額（口） 評価金額（円） 備考 

投資信託受益証券 
FORTIS FLEXI III Equity China 

A I Privileged Class 
3,382.469 3,072,638,627 － 

合計       － 3,382.469 3,072,638,627 － 

（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 

 

   平成22年８月23日現在

種類 銘柄 券面総額（口） 評価金額（円） 備考 

親投資信託受益証券 
損保ジャパン・グレーターチャ

イナ・マザーファンド 
3,240,014,126 3,151,885,741 － 

合計        － 3,240,014,126 3,151,885,741 － 

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 
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＜参考＞ 

当ファンドは「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」受益証券および「FORTIS FLEXI 

Ⅲ Equity China “A”」の I Privileged Class に係る投資信託の受益証券を主要投資対象としてお

ります。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン・グレ

ーターチャイナ・マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「FORTIS FLEXI 

Ⅲ Equity China “A”」の I Privileged Class に係る投資信託の受益証券であります。なお、同マ

ザーファンドの状況および「FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “A”」を含むルクセンブルグ籍会社型

投資信託「FORTIS FLEXI Ⅲ」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻

訳したものは次のとおりです。 

＊なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。 

 

 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンドの状況 

（1）貸借対照表 

 （平成22年８月23日現在） 

区分 金額（円） 

資産の部  

Ⅰ 流動資産  

   預金 25,354,335 

   金銭信託 890,832 

   コール・ローン 185,827,079 

   株式 2,932,201,446 

   未収配当金 7,737,009 

流動資産合計 3,152,010,701 

資産合計 3,152,010,701 

負債の部  

Ⅰ 流動負債  

   その他未払費用 86,457 

流動負債合計 86,457 

負債合計 86,457 

純資産の部  

元本等  

Ⅰ 元本  

   元本 3,240,014,126 

Ⅱ 剰余金  

   欠損金 88,089,882 

純資産合計 3,151,924,244 

負債・純資産合計 3,152,010,701 

 

「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」は、平成 22 年２月 24 日に信託契約を締結し、

平成 23 年２月 23 日に第１期決算を行います。上の表は、平成 22 年８月 23 日現在における同マザーフ

ァンドの状況です。（同マザーファンドの計算期間は「りそな中国Ａ株５０ファンド」の計算期間とは

異なります。） 
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（2）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 自 平成22年２月24日 

区分 至 平成22年８月23日 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

株式は移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価

で評価しております。 

原則として取引所における計算期間末日の最終相場（外

貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直

近の最終相場）で評価しております。計算期間末日に当

該取引所の最終相場がない場合には当該取引所におけ

る直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日

の最終相場によることが適当でないと認められた場合

は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気

配相場で評価しております。 

２．外貨建資産・負債の本邦

通貨への換算基準 

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則と

して、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相

場の仲値によって計算しております。 

３．費用・収益の計上基準 （1）受取配当金の計上基準 

 受取配当金は、株式の配当落ち日において、確定配当金

額又は予想配当金額を計上しております。 

 （2）有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 

４．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

外貨建取引等の処理基準 

外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60

条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録す

る方法を採用しております。 

 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、

当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及

び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する

当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却

時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に

対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資

産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺

した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており

ます。 
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（貸借対照表に関する注記） 

 （平成22年８月23日現在） 

１．計算期間末日における受益権の総

数 
3,240,014,126口 

２．投資信託財産計算規則第55条の６

第10号に規定する額 
元本の欠損 88,089,882円 

３．計算期間の末日における１単位当

たりの純資産の額 

１口当たり純資産額 0.9728円 

(１万口当たり純資産額  9,728円） 

 

 

（金融商品に関する注記） 

 自 平成 22 年２月 24 日 

至 平成 22 年８月 23 日 

１．金融商品の状況に関する事

項 

 

 

 

(１)金融商品に対する取組方針 

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき

金融商品を投資として運用することを目的としており

ます。 

 (２)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 

①金融商品の内容 

当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コー

ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当フ

ァンドが保有する有価証券の詳細は（有価証券関係）に

記載しております。 

 ②金融商品に係るリスク 

当ファンドが実質的に保有している金融商品は、価格変

動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、

流動性リスクに晒されております。 

 (３)金融商品に係るリスク管理体制 

委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門

が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したリスク

管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを

監視し、その状況をリスク管理委員会等に定期的に報告

しております。 

 市場リスク 

金融市場における各金融商品の時価の推移を把握する

こと等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管

理しております。 

 信用リスク 

各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリング

すること等により、ファンドの投資制限等、運用方針

への遵守状況を管理しております。 

 流動性リスク 

必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等に

より、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を

管理しております。 
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 自 平成 22 年２月 24 日 

至 平成 22 年８月 23 日 

 また、内部監査室が運用リスク管理の適切性・有効性に

ついて内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告す

るとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローア

ップを実施しております。 

 (４)金融商品の時価等に関する事項の補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市

場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。 

２．金融商品の時価等に関する

事項 
(１)貸借対照表計上額、時価およびその差額 

当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて

時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との

差額はありません。 

 (２)時価の算定方法 

①株式 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載してお

ります。 

②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 

短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としておりま

す。 

 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

（平成 22 年８月 23 日現在） 

該当事項はございません。 

 

 

（その他の注記） 

 自 平成22年２月24日 

 至 平成22年８月23日 

開示対象ファンドの期首における当該 

マザーファンドの元本額 
2,830,430,000円

同期中における追加設定元本額 955,460,653円

同期中における解約元本額 545,876,527円

同期末における元本の内訳* 

ファンド名 

りそな中国Ａ株50ファンド 3,240,014,126円

（合計） 3,240,014,126円

＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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（有価証券関係） 

（自平成 22 年２月 24 日 至平成 22 年８月 23 日） 

売買目的有価証券 

種類 
当計算期間の損益に含まれた
評価差額（円） 

株式 6,177,353 

合計 6,177,353 

 

（デリバティブ取引等関係） 

 該当事項はございません。
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（3）附属明細表 

 ① 有価証券明細表 

（Ⅰ）株式 

次表の通りです。 

平成 22年８月 23日現在 

種類 銘柄 株数 評価単価 評価金額 備考

香港・ドル CHEUNG KONG 77,000 99.55 7,665,350.00 － 

 HUTCHISON WHAMPOA 78,000 61.25 4,777,500.00 － 

 SUN HUNG KAI PROPERTIES 80,000 111.90 8,952,000.00 － 

 WHARF HOLDINGS 68,000 41.65 2,832,200.00 － 

 HENDERSON LAND DEVELOPMEN 109,000 48.00 5,232,000.00 － 

 
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 
(RIGHT) 

13,800 1.38 19,044.00 － 

 HANG SENG BANK LTD 24,500 107.20 2,626,400.00 － 

 CLP HOLDINGS LTD 34,500 57.50 1,983,750.00 － 

 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 53,000 30.20 1,600,600.00 － 

 ESPRIT HOLDIGS LTD 74,100 45.40 3,364,140.00 － 

 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 29,500 6.61 194,995.00 － 

 YANZHOU COAL MINING CO-H 86,000 16.76 1,441,360.00 － 

 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 22,500 62.00 1,395,000.00 － 

 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 748,000 6.36 4,757,280.00 － 

 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 81,000 19.44 1,574,640.00 － 

 COSCO PACIFIC LIMITED 22,000 10.32 227,040.00 － 

 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 310,000 7.28 2,256,800.00 － 

 PETROCHINA CO LTD-H 1,176,000 8.67 10,195,920.00 － 

 HSBC HOLDINGS PLC (HK REG) 509,200 77.35 39,386,620.00 － 

 CHINA MOBILE LTD 151,000 82.80 12,502,800.00 － 

 CNOOC LTD 818,000 13.26 10,846,680.00 － 

 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 112,000 20.50 2,296,000.00 － 

 HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS 12,500 47.45 593,125.00 － 

 MTR CORPORATION 60,500 27.85 1,684,925.00 － 

 SWIRE PACIFIC LTD 'A' 34,500 92.80 3,201,600.00 － 

 LI & FUNG LTD 42,000 38.15 1,602,300.00 － 

 BANK OF EAST ASIA 55,600 30.05 1,670,780.00 － 

 HUANENG POWER INTL INC-H 256,000 4.67 1,195,520.00 － 

 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 232,000 2.79 647,280.00 － 

 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 302,000 7.58 2,289,160.00 － 

 CHINA MENGNIU DAIRY CO 112,000 22.85 2,559,200.00 － 

 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 368,000 33.35 12,272,800.00 － 

 MAANSHAN IRON & STEEL-H 360,000 4.22 1,519,200.00 － 

 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 584,000 3.30 1,927,200.00 － 

 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 1,750,000 6.54 11,445,000.00 － 

 IND & COMM BK OF CHINA - H 2,181,000 5.65 12,322,650.00 － 

 JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 146,000 16.88 2,464,480.00 － 

 BANK OF CHINA LTD - H 2,120,000 4.03 8,543,600.00 － 

 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 620,000 8.56 5,307,200.00 － 

 CHINA RESOURCES LAND LTD 110,000 15.20 1,672,000.00 － 

 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 80,000 11.54 923,200.00 － 
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種類 銘柄 株数 評価単価 評価金額 備考

 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 120,000 16.02 1,922,400.00 － 

 AIR CHINA LIMITED-H 80,000 8.75 700,000.00 － 

 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 84,000 5.77 484,680.00 － 

 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 92,000 27.00 2,484,000.00 － 

 CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 123,000 29.70 3,653,100.00 － 

 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 74,000 64.35 4,761,900.00 － 

 CHINA COAL ENERGY CO - H 177,000 11.28 1,996,560.00 － 

 STANDARD CHARTERED PLC 50,000 209.00 10,450,000.00 － 

 PRUDENTIAL PLC 17,000 68.50 1,164,500.00 － 

香港・ドル 通貨計  227,586,479.00 － 

  (2,503,451,269円) － 

台湾・ドル CHUNGHWA TELECOM CO LTD 15,000 64.90 973,500.00 － 

 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,117,000 59.90 66,908,300.00 － 

 UNITED MICROELECTRONICS CORP 497,000 13.85 6,883,450.00 － 

 AU OPTRONICS CORP 338,000 28.90 9,768,200.00 － 

 HON HAI PRECISION INDUSTRY 316,000 134.50 42,502,000.00 － 

 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 295,000 48.90 14,425,500.00 － 

 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO(NEW) 14,750 48.90 721,275.00 － 

 CHINA STEEL CORP 560,000 30.65 17,164,000.00 － 

 CHINA STEEL CORP(NEW) 1,320 30.65 40,458.00 － 

台湾・ドル 通貨計  159,386,683.00 － 

  (428,750,177円) － 

ファンド計  (2,932,201,446円) － 

（注 1）通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額です。 

 

（注 2）外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 組入株式時価比率（%） 合計額に対する比率（%）

香港・ドル 株式 50銘柄 79.43 85.38 

台湾・ドル 株式 9銘柄 13.60 14.62 

合計 59銘柄 93.03 100.00 

（注 1）組入株式時価比率は各通貨ごとの組入時価の純資産に対する比率です。 

（注 2）合計額に対する比率は、外貨建有価証券の時価総額に対する外貨毎の種類別の有価証券の時価 

の比率です。 

 

 

（Ⅱ）株式以外の有価証券 

    該当事項はございません。 
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 FORTIS FLEXI Ⅲ Equity China “A”の状況 

 

（1）貸借対照表 

 （平成21年12月31日現在） 

区分 金額（円） 

資産の部  

 有価証券ポートフォリオ（取得原価） 895,559,441 

  未実現利益（損失） 174,298,151 

  有価証券ポートフォリオ（時価） 1,069,857,592 

  銀行預金 44,661,138 

  その他資産 31,145,649 

資産合計 1,145,664,379 

負債の部  

  その他負債 96,597,086 

負債合計 96,597,086 

純資産合計 1,049,067,293 

 

 

(１口当たり情報に関する注記)  

（平成21年12月31日現在） 

１口当たり純資産額  1,023,534円 
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■組入資産の明細 

○有価証券ポートフォリオの明細表 

（平成 21 年 12 月 31 日現在） 

数量 銘柄名（種類） 建値通貨 時価（円） 
純資産構成比

（％） 

公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場

で取引される譲渡可能有価証券 

 
1,069,432,947 101.94

 (株式)  1,062,321,674 101.26

 中国  1,062,321,674 101.26

56,700.00 ANGANG STEEL -A- CNY 12,318,783 1.17

45,400.00 ANHUI ZHONGDING SEALING CNY 9,345,872 0.89

58,100.00 BANK OF BEIJING -A- CNY 15,257,992 1.45

7,400.00 BAODING ELECTRIC -A- CNY 3,173,282 0.30

47,500.00 BEIJING DHC DIGITAL -A- CNY 14,989,754 1.43

23,200.00 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO LTD -A- CNY 5,349,220 0.51

257.00 BEIJING TOREAD OUTDOOR -A- CNY 150,654 0.01

3,900.00 BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO LTD  CNY 5,571,153 0.53

16,800.00 CHANGCHUN FAW-SIHUAN AUTO-A CNY 6,389,798 0.61

120,900.00 CHANGCHUN MINSHENG BANK -A- CNY 12,985,765 1.24

107,400.00 CHINA BAOAN GROUP CNY 16,012,951 1.53

218,700.00 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD-SHS.A CNY 24,440,686 2.33

139,508.00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A- CNY 11,726,125 1.12

35,400.00 CHINA ENTERPRISE -A- CNY 7,085,419 0.68

13,900.00 CHINA LIFE INS SHS -A- CNY 5,981,386 0.57

52,100.00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A- CNY 12,769,671 1.22

63,000.00 CHINA NONFEMENT -A- CNY 23,867,642 2.28

80,000.00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A- CNY 15,306,142 1.46

33,900.00 DALIAN JINNIU -A- CNY 10,306,674 0.98

13,900.00 DASHANG GROUP CO LTD -A- CNY 8,265,222 0.79

35,000.00 EVERBRIGHT SECURITIES -A- CNY 12,128,678 1.16

54,900.00 FAW CAR -A- CNY 19,397,439 1.85

30,000.00 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CNY 10,884,851 1.04

41,900.00 FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD CNY 6,901,438 0.66

25,100.00 FJ YAOHUA GLASS -A- CNY 5,092,008 0.49

32,500.00 GANSUJIU STEEL GR HONG XING IRON & STEEL CNY 6,694,740 0.64

166,283.00 GEMDALE CORP -A- CNY 31,340,223 2.98

27,900.00 GUANGZHOU FRIENDSHIP GROUP CO LTD -A- CNY 10,513,128 1.00

26,100.00 GUODIAN NARI TECHNOLOGY -A- CNY 17,351,886 1.65

32,200.00 GZ PANJIANG COAL -A- CNY 12,872,368 1.23

29,325.00 HAITONG FOOD GRP -A- CNY 10,488,625 1.00

20,494.00 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO LTD -A- CNY 4,677,989 0.45

41,853.00 HEBEI JINNIU ENERGY AND RESOURCES -A- CNY 23,642,026 2.25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¦ 
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数量 銘柄名（種類） 建値通貨 時価（円） 
純資産構成比

（％） 

17,700.00 HEFEI RONGSHIDA -A- CNY 6,059,138 0.58

48,400.00 HEFEI URBAN CONSTRUCTION DVLPT CO LTD-A- CNY 14,117,065 1.35

705.00 HENAN HANWEI ELCTRONIC -A- CNY 421,313 0.04

65,200.00 HENAN ZHONGFU IND -A- CNY 23,010,107 2.19

116,300.00 HN VALIN STEEL TUBE -A- CNY 12,112,669 1.15

15,000.00 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC CNY 11,288,144 1.08

44,700.00 HUBEI YIHUA CHEMICAL INDUSTRY CO LTD -A- CNY 12,958,961 1.24

62,800.00 INDUSTRIAL BANK CNY 34,374,565 3.27

23,200.00 JIANG LING MOTOR -A- CNY 7,239,403 0.69

55,900.00 JIANGHUAI AUTO -A- CNY 8,083,998 0.77

23,500.00 JIANGXI COPPER CO LTD -A- CNY 12,831,183 1.22

18,600.00 JIAOZUO WAN FANG ALUMINUM A- CNY 7,071,894 0.67

19,100.00 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD CNY 4,943,346 0.47

16,441.00 JS ZHONG TIAN TECH -A- CNY 5,529,922 0.53

2,400.00 KWEICHOW MOUTAI CO LTD CNY 5,534,327 0.53

65,000.00 LAIWU IRON & STEEL CO LTD CNY 11,535,959 1.10

172.00 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A- CNY 119,581 0.01

23,200.00 LIAONING CHENGDA CO LTD -A- CNY 11,999,516 1.14

83,143.00 LINGYAN IRON&STEEL -A- CNY 14,699,462 1.40

35,400.00 LONGSHENG GROUP -A- CNY 5,489,517 0.52

12,300.00 NANTONG FUJITSU SHS -A- CNY 1,984,204 0.19

30,300.00 NINGXIA YINGLITE - SHS -A- CNY 7,693,944 0.73

18,600.00 OVERSEAS CHINESE TOWN -A- CNY 4,336,586 0.41

33,150.00 PING AN INSURANCE GROUP CO.SHS.A CNY 24,798,252 2.35

26,100.00 QINGDAO HISENSE ELECTRIC CO LTD -A- CNY 9,140,219 0.87

9,300.00 SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD -A- CNY 6,661,472 0.63

37,200.00 SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD CNY 10,082,500 0.96

53,900.00 SANSTEEL MINGUANG CNY 13,218,168 1.26

24,700.00 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- CNY 12,346,036 1.18

27,900.00 SC TOP-UP YEAST LIQ - SHS -A- CNY 6,277,569 0.60

156,300.00 SGIS SINGSHAN COMPANY LIMITED CNY 14,198,742 1.35

27,900.00 SHANDING SUN PAPER INDUSTRY-A- CNY 7,830,860 0.75

148,860.00 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRIAL CO -A-  CNY 20,658,257 1.97

9,300.00 SHANDONG GOLD MINING CNY 10,140,591 0.97

61,474.00 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A- CNY 18,105,720 1.73

32,500.00 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING -A- CNY 6,129,857 0.58

19,000.00 SHANGHAI WAI GAOQIA -A- CNY 4,179,587 0.40

14,900.00 SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO LTD -A- CNY 9,786,494 0.93

13,900.00 SHANXI LANHUA SCI TECH -A- CNY 8,255,784 0.79

7,400.00 SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A- CNY 5,203,056 0.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¦ 
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数量 銘柄名（種類） 建値通貨 時価（円） 
純資産構成比

（％） 

93,000.00 SHENGLI TECHNOLOGY -A- CNY 13,070,376 1.25

17,981.00 SHUANGHUI INVESTMENT -A- CNY 12,965,018 1.24

23,200.00 SIYUAN ELECTRIC CO LTD CNY 8,468,023 0.81

55,900.00 STAR LAKE BIOLOGICAL TECHNOLOGY-A- CNY 9,746,341 0.93

45,800.00 TANGSHAN JIDONG -A- CNY 12,002,938 1.14

80,000.00 TANGSHAN SANYOU -A- CNY 9,364,013 0.89

27,900.00 WEIFU HIGH TECHNOLOGY -A- CNY 7,141,350 0.68

37,200.00 WOHU PORT STORAGE -A- CNY 7,678,056 0.73

26,100.00 WUHAN FINGU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD CNY 7,726,126 0.74

58,100.00 WUHAN HUMANWELL HI-TECH CO LTD CNY 11,171,311 1.06

42,800.00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A- CNY 18,400,069 1.75

37,200.00 XI AN SEASTAR MODERN TECH CO LTD CNY 6,511,194 0.62

28,950.00 XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A- CNY 7,441,559 0.71

37,200.00 XINJIANG QINGSONG BUILDING M C -A- CNY 11,395,852 1.09

46,600.00 XINJIANG TEBIAN ELECTRIC -A- CNY 15,060,093 1.44

60,500.00 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL -A- CNY 17,933,864 1.71

60,760.00 XINXING PIPES -A- CNY 10,255,425 0.98

51,200.00 XJ BA YI IRON -A- CNY 11,123,839 1.06

7,400.00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A- CNY 6,069,228 0.58

13,500.00 YUNNAN COPPER INDUSTRY CNY 5,611,279 0.53

51,200.00 YUYUAN TOURIST -A- CNY 19,000,908 1.81

51,200.00 ZHE JIANG DONGLIANG CNY 9,858,503 0.94

30,700.00 ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL -A- CNY 10,059,131 0.96

37,200.00 ZHEJIANG HUAFEND SPANDEX -A CNY 9,637,981 0.92

2,500.00 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO LTD -A- CNY 901,639 0.09

 (オプション、ワラント等)  7,111,273 0.68

 中国  7,111,273 0.68

100,000.00 JIANGXY COOPER (SHS) 09.10.10 WAR CNY 7,111,273 0.68

その他の譲渡可能有価証券 424,645 0.04

 (株式)  343,172 0.03

 中国  343,172 0.03

639.00 EVE ENERGY CO LTD -A- CNY 343,172 0.03

 (変動金利債券)  81,473 0.01

 中国  81,473 0.01

6,000.00 HUBEI YIHUA CHEMICAL FL.R 09-19 17/12A CNY 81,473 0.01

有価証券ポートフォリオ合計 1,069,857,592 101.98
 

（注１）BNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社（旧社名 フォルティス・アセット

マネジメント株式会社）からのデータ提供を受けて作成しております。 

（注２）作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。 
 

¦ 
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２．ファンドの現況 

純資産額計算書 

 平成22年10月１日現在

Ⅰ 資産総額  （円） 6,643,559,213 

Ⅱ 負債総額  （円） 82,678,342 

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)  （円） 6,560,880,871 

Ⅳ 発行済数量  （口） 6,624,897,897 

Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ/Ⅳ）  （円） 0.9903 

 

＜参 考＞ 

純資産額計算書 

損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド 

 平成22年10月１日現在

Ⅰ 資産総額  （円） 3,138,081,638 

Ⅱ 負債総額  （円） 0 

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)  （円） 3,138,081,638 

Ⅳ 発行済数量  （口） 3,094,152,744 

Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ/Ⅳ）  （円） 1.0142 

 

 

第５ 設定及び解約の実績 
  

当ファンドの設定日（平成 22 年２月 24 日）から第１期末（平成 22 年８月 23 日）までの設定及び解

約の実績は次のとおりです。 

 

 設定口数（口） 解約口数（口） 

第１期 7,495,300,154 563,286,704 

（注 1）設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。 

（注 2）本邦外における設定及び解約はありません。 
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