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本投資信託説明書（目論見書）は、前半部分は「アムンディ・インドネシア・ 

ファンド」の「投資信託説明書（交付目論見書）」、後半部分は同ファンドの

「投資信託説明書（請求目論見書）」から構成されています。 
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アムンディ・ジャパン株式会社 

1. 本投資信託説明書（交付目論見書）により行う｢アムンディ・インドネシア・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6月15日に関東財務局長に提出しており、平成22年  

7月1日にその届出の効力が生じております。また、金融商品取引法第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12月14日に関東財務局長に提出しております。 

2．本投資信託説明書（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 条の

規定に基づく目論見書のうち、同法第 15 条第 2項の規定に基づき、投資家がファンドを

取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。 

また、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書（請求目論見書）に

ついては、販売会社を通じて投資家の請求により交付いたします。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、その旨をご自身において記録

しておくようにしてください。 

3. ｢アムンディ・インドネシア・ファンド｣の受益権の価額は、同ファンドに組入れられて

いる有価証券等の値動きや為替の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さまに帰属いたします。 

4．当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。 

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い

申し上げます。 
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

・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とはなりません。 

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。 

・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資する

ため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことに

なります。 

・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等が

かかります。 

・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

当ファンドは、主に外国株式に投資しますので、当該株式の価格の下落や当該株式の発行体（企

業）の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を

受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動（円高となった場合等）

により当ファンドが投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り

投資元本を割込むことがあります。 
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I  投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 
平成 22 年 12 月 14 日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「アムンディ・インド
ネシア・ファンド 投資信託説明書（交付目論見書）2010 年 7 月」（以下「原交付目論見書」とい
います）の記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するもので
す。 
 
II  訂正の内容 
原交付目論見書の内容は訂正事項の内容に変更および更新されます。下線部   は訂正部分を示
します。 
 

 
 

お客さまに直接ご負担いただく費用・税金
 

（略） 
 

（注）平成 22 年 9 月末現在の税法に基づき記載しております。 

税法が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。 

当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認

ください。 

 

 

 

 
その他の手数料等 
＜更新後＞ 

 

① 資金の借入れにかかる借入金の利息 
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資に係る収益分配金の支払資

金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財

産中から支払われます。 
② 信託事務等の諸費用及び監査報酬 

1)信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替え

た立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます）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ことを原則とします(日々の信託財

産の純資産総額に対して年率 0.01%（税込）を乗じて得た額。ただし、1 回当たりの

監査報酬の上限は 200 万円（税込）（有価証券届出書提出日現在)）。 

ファンドで間接的にご負担いただく費用 
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③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 
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、CP、CD、

預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国におけ

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、売買委託手数料等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。 
 

＊ その他の手数料等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。 

 

＊ 費用の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ

とができません。 
 
 
 
 

課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の

内容が変更になることがあります（下記は、平成 22 年 9 月末現在の税法に基づき記載しており

ます）。 

（略） 

税金の取扱 
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＜更新後＞ 

 

以下は平成 22 年 10 月末日現在の運用状況です。 

また、投資比率は、小数点以下第 3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率

が一致しない場合があります。 

 

（1）投資状況 

信託財産の構成 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)

株式 シンガポール 59,125,815 3.68 

 インドネシア 1,532,022,238 95.44 

 小計 1,591,148,053 99.12 

現金・預金・その他の資産（負債控除後） ― 14,049,079 0.87 

合計（純資産総額） 1,605,197,132 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計

の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。 

 

（2）投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

順
位

国/ 

地域 
種類 銘柄名 業種 株式数 

帳簿価額

単価 

（円） 

帳簿価額 

（円） 

評価額

単価 

（円）

評価額 

（円） 

投資

比率

(%)

1 インドネシア 株式 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 自動車・自動車部品 417,000 490.06 204,358,255 513.69 214,210,815 13.34

2 インドネシア 株式 BANK RAKYAT INDONESIA 銀行 1,207,500 87.51 105,677,086 102.83 124,167,225 7.73

3 インドネシア 株式 BANK MANDIRI TBK PT 銀行 1,803,000 57.44 103,573,568 63.24 114,030,735 7.10

4 インドネシア 株式 
BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

JAWA 
銀行 5,415,500 12.69 68,729,025 15.65 84,763,406 5.28

5 インドネシア 株式 GUDANG GARAM TBK PT 食品・飲料・タバコ 183,500 413.93 75,956,637 427.24 78,399,457 4.88

6 インドネシア 株式 UNITED TRACTORS TBK PT 資本財 357,000 178.36 63,674,520 199.29 71,146,530 4.43

7 インドネシア 株式 
INDOCEMENT TUNGGAL 

PRAKARSA TBK PT 
素材 394,000 167.44 65,971,360 166.53 65,612,820 4.08

8 インドネシア 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,036,000 55.05 57,036,980 62.33 64,579,060 4.02

9 インドネシア 株式 MAYORA INDAH TBK PT 食品・飲料・タバコ 593,500 95.64 56,763,403 106.47 63,189,945 3.93

10 インドネシア 株式 
NIPPON INDOSARI CORPINDO 

TBK PT 
食品・飲料・タバコ 2,092,500 20.70 43,319,981 27.30 57,125,250 3.55

11 インドネシア 株式 
BANK DANAMON INDONESIA TBK 

PT 
銀行 873,000 51.29 44,783,743 63.24 55,212,885 3.43

12 インドネシア 株式 
TAMBANG BATUBARA BUKIT 

ASAM TBK PT 
エネルギー 309,500 172.61 53,423,007 176.08 54,498,307 3.39

13 インドネシア 株式 INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT エネルギー 128,000 380.88 48,753,622 422.24 54,046,720 3.36

14 インドネシア 株式 
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 

PT 
食品・飲料・タバコ 1,129,000 44.88 50,671,696 47.77 53,937,975 3.36

15 インドネシア 株式 HARUM ENERGY TBK PT 各種金融 851,500 48.33 41,158,210 54.14 46,104,467 2.87

16 インドネシア 株式 GAJAH TUNGGAL TBK PT 自動車・自動車部品 2,003,500 17.62 35,320,031 21.61 43,300,643 2.69

17 インドネシア 株式 
PP LONDON SUMATRA 

INDONESIA TBK PT 
食品・飲料・タバコ 366,500 89.70 32,876,438 106.01 38,854,497 2.42

18 インドネシア 株式 ALAM SUTERA REALTY TBK PT 不動産 15,116,000 1.88 28,548,426 2.32 35,076,678 2.18

19 インドネシア 
株式 

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 

TBK PT 

食品・生活必需品小

売り 
666,000 49.91 33,242,358 52.32 34,848,450 2.17

20 インドネシア 株式 PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 公益事業 936,500 35.94 33,657,890 37.08 34,727,761 2.16

21 インドネシア 株式 BW PLANTATION TBK PT 食品・飲料・タバコ 3,531,000 7.90 27,928,109 9.55 33,738,705 2.10

22 インドネシア 株式 HOLCIM INDONESIA TBK PT 素材 1,412,500 20.93 29,563,625 21.61 30,527,656 1.90

23 シンガポール 株式 STRAITS ASIA RESOURCES LTD エネルギー 211,000 142.76 30,124,352 143.29 30,234,190 1.88

24 インドネシア 株式 WIJAYA KARYA PT 資本財 4,596,500 6.23 28,656,994 6.46 29,697,986 1.85

25 インドネシア 株式 XL AXIATA TBK PT 電気通信サービス 567,000 45.50 25,798,500 52.32 29,668,275 1.84

26 シンガポール 株式 
INDOFOOD AGRI RESOURCES 

LTD 
食品・飲料・タバコ 175,000 148.67 26,017,352 165.09 28,891,625 1.79

27 インドネシア 株式 SEMEN GRESIK PERSERO TBK PT 素材 230,500 89.41 20,611,193 89.18 20,555,990 1.28

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。 

ファンドの運用状況 
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種類別及び業種別投資比率 

国内/外国 種類 業種 投資比率(%) 

外国 株式 エネルギー 8.64 

  素材 7.26 

  資本財 6.28 

  自動車・自動車部品 16.04 

  食品・生活必需品小売り 2.17 

  食品・飲料・タバコ 22.06 

  銀行 27.58 

  各種金融 2.87 

  不動産 2.18 

  電気通信サービス 1.84 

  公益事業 2.16 

合計 99.12 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。 
 
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。 

 

（3）運用実績 

① 純資産の推移 

平成22年 10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移

は次の通りです。 

期間 
純資産総額 

(分配落)(円） 
純資産総額 

(分配付)(円） 

1口当たり 
純資産額 

(分配落)(円) 

1口当たり
純資産額 

(分配付)(円)

第1計算期間末 (平成22年 9月15日) 1,569,649,428 1,600,618,542 1.0137 1.0337 

平成22年 4月末日 800,604,422 － 1.0126 － 

5月末日 1,113,684,106 － 0.8801 － 

6月末日 1,359,963,501 － 0.9482 － 

7月末日 1,453,636,029 － 1.0272 － 

8月末日 1,474,577,457 － 0.9742 － 

9月末日 1,429,078,689 － 1.0705 － 

10月末日 1,605,197,132 － 1.0768 － 
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② 分配の推移 

期間 1口当たり分配金（円） 

第 1計算期間 自 平成22年 4月28日 
至 平成22年 9月15日 0.0200 

 

③ 収益率の推移  

期間 収益率(%) 

第 1 計算期間 自 平成22年 4月28日 
至 平成22年 9月15日 3.4 

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。 

（当該計算期間末分配付基準価額－当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額）÷（当

該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額）×100 

ただし、第 1計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代え

て設定時の基準価額（10,000 円）を用いております。 

なお、小数点以下第 2位を四捨五入し、小数点以下第 1位まで表示しております。 
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＜ 

 
＜更新後＞ 

 

■以下の情報は、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」に

記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 

■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、第 1計算期間(平成 22 年 4

月 28 日から平成 22 年 9 月 15 日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けて

おり、その証明にかかる監査報告書は当該財務諸表に添付されております。 

 

１ 貸借対照表 

（単位：円） 

  
第 1 計算期間末 

（平成22年 9月15日） 

資産の部   

流動資産   

預金  28,510,971 

コール・ローン  62,997,115 

株式  1,517,089,444 

未収配当金  412,995 

未収利息  86 

流動資産合計  1,609,010,611 

資産合計  1,609,010,611 

負債の部   

流動負債   

未払収益分配金  30,969,114 

未払受託者報酬  360,503 

未払委託者報酬  7,982,568 

その他未払費用  48,998 

流動負債合計  39,361,183 

負債合計  39,361,183 

純資産の部   

元本等   

元本 ※1,2 1,548,455,712 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△）  21,193,716 

(分配準備積立金)  65,542,823 

元本等合計  1,569,649,428 

純資産合計  1,569,649,428 

負債純資産合計  1,609,010,611 

 

ファンドの財務ハイライト情報 
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２ 損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

  

第 1 計算期間 

（自 平成22年 4月28日 

至 平成22年 9月15日） 

営業収益   

受取配当金  17,046,290 

受取利息  9,781 

有価証券売買等損益  175,304,047 

為替差損益  △85,010,629 

営業収益合計  107,349,489 

営業費用   

受託者報酬  360,503 

委託者報酬 ※1 7,982,568 

その他費用  1,197,171 

営業費用合計  9,540,242 

営業利益又は営業損失（△）  97,809,247 

経常利益又は経常損失（△）  97,809,247 

当期純利益又は当期純損失（△）  97,809,247 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又

は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額

（△） 

 1,297,310 

剰余金増加額又は欠損金減少額  3,186,546 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠

損金減少額 
 3,186,546 

剰余金減少額又は欠損金増加額  47,535,653 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠

損金増加額 
 47,535,653 

分配金 ※2 30,969,114 

期末剰余金又は期末欠損金（△）  21,193,716 

 



 

 

- 8 - 

３ 注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第 1計算期間 

（自 平成22年 4月28日 

至 平成22年 9月15日） 

１．有価証券の評価基準及び評

価方法 

株式 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価

評価にあたっては、金融商品取引所等における 終相場（ 終相

場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品

取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

２．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法 

為替予約取引 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価

にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場に

おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該

仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている

受渡日に も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま

す。 

 

３．収益及び費用の計上基準 受取配当金 

原則として、株式の権利落ち日において、その金額が確定してい

る場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に

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 

(1)外貨建取引等の処理基準 

「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づ

いております。 

(2)計算期間の取扱い 

ファンドの計算期間は、設定日の平成 22 年 4 月 28 日から平成

22 年 9 月 15 日までとなっております。 

 

 



 

アムンディ・インドネシア・ファンド 

（愛称：ガルーダ｣） 
追加型投信／海外／株式 

 
投資信託説明書(請求目論見書)（訂正事項分） 

2010 年 12 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（投資信託についての一般的な留意事項） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項） 

 
 
 
 
 
 
 
 

アムンディ・ジャパン株式会社 

1. 本投資信託説明書（請求目論見書）により行う｢アムンディ・インドネシア・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6月15日に関東財務局長に提出しており、平成22

年7月1日にその届出の効力が生じております。また、金融商品取引法第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12月14日に関東財務局長に提出しております。 

2．本投資信託説明書（請求目論見書）は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」

の内容を記載したものであり、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）の規定に基づ

き、投資家の請求により交付される目論見書です。 

3. ｢アムンディ・インドネシア・ファンド｣の受益権の価額は、同ファンドに組入れられて

いる有価証券等の値動きや為替の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さまに帰属いたします。 

4．当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。 

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い

申し上げます。 
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

・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とはなりません。 

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。 

・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資する

ため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことに

なります。 

・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等が

かかります。 

・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

当ファンドは、主に外国株式に投資しますので、当該株式の価格の下落や当該株式の発行体（企

業）の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を

受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動（円高となった場合等）

により当ファンドが投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り

投資元本を割込むことがあります。 
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I  投資信託説明書（請求目論見書）の訂正理由 

平成 22 年 12 月 14 日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「アムンディ・インドネシ
ア・ファンド 投資信託説明書（請求目論見書）2010 年 7 月」（以下「原請求目論見書」といいます）の
記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものです。 
 
II  訂正の内容 

原請求目論見書の内容は、訂正事項の内容に更新されます。 

 
第４ ファンドの経理状況 

 
＜更新後＞ 

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）並びに同規則第 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）に基づき作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

２. 当ファンドの計算期間は 6ヵ月であるため、財務諸表は 6ヵ月毎に作成しております。 

 

３. 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、第 1計算期間(平成 22 年 4 月

28 日から平成 22 年 9 月 15 日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けており

ます。 
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１ 財務諸表  

アムンディ・インドネシア・ファンド 
（１） 貸借対照表  

（単位：円） 

  
第 1 計算期間末 

（平成22年 9月15日） 

資産の部   

流動資産   

預金  28,510,971 

コール・ローン  62,997,115 

株式  1,517,089,444 

未収配当金  412,995 

未収利息  86 

流動資産合計  1,609,010,611 

資産合計  1,609,010,611 

負債の部   

流動負債   

未払収益分配金  30,969,114 

未払受託者報酬  360,503 

未払委託者報酬  7,982,568 

その他未払費用  48,998 

流動負債合計  39,361,183 

負債合計  39,361,183 

純資産の部   

元本等   

元本 ※1,2 1,548,455,712 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△）  21,193,716 

(分配準備積立金)  65,542,823 

元本等合計  1,569,649,428 

純資産合計  1,569,649,428 

負債純資産合計  1,609,010,611 
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（２） 損益及び剰余金計算書  

（単位：円） 

  

第 1 計算期間 

（自 平成22年 4月28日 

至 平成22年 9月15日） 

営業収益   

受取配当金  17,046,290 

受取利息  9,781 

有価証券売買等損益  175,304,047 

為替差損益  △85,010,629 

営業収益合計  107,349,489 

営業費用   

受託者報酬  360,503 

委託者報酬 ※1 7,982,568 

その他費用  1,197,171 

営業費用合計  9,540,242 

営業利益又は営業損失（△）  97,809,247 

経常利益又は経常損失（△）  97,809,247 

当期純利益又は当期純損失（△）  97,809,247 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又

は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額

（△） 

 1,297,310 

剰余金増加額又は欠損金減少額  3,186,546 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠

損金減少額 
 3,186,546 

剰余金減少額又は欠損金増加額  47,535,653 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠

損金増加額 
 47,535,653 

分配金 ※2 30,969,114 

期末剰余金又は期末欠損金（△）  21,193,716 

 



  
 

- 5 - 

（３） 注記表  

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第 1計算期間 

（自 平成22年 4月28日 

至 平成22年 9月15日） 

１．有価証券の評価基準及び評

価方法 

株式 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価

評価にあたっては、金融商品取引所等における 終相場（ 終相

場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品

取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

２．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法 

為替予約取引 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価

にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場に

おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該

仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている

受渡日に も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま

す。 

 

３．収益及び費用の計上基準 受取配当金 

原則として、株式の権利落ち日において、その金額が確定してい

る場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に

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 

(1)外貨建取引等の処理基準 

「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づ

いております。 

(2)計算期間の取扱い 

ファンドの計算期間は、設定日の平成 22 年 4 月 28 日から平成

22 年 9 月 15 日までとなっております。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第 1計算期間末 

（平成22年 9月15日） 

※１ 期首元本額 

 

790,667,786 円 

 期中追加設定元本額 865,467,448 円 

 期中一部解約元本額 107,679,522 円 

※２ 計算期間末日における受益権

の総数 

1,548,455,712 口 
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（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第 1計算期間 

（自 平成22年 4月28日 

   至 平成22年 9月15日） 

  

※１ 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 

委託者報酬から販売代行手数料を除いた額の 27%を支払っております。 

 

分配金の計算過程 ※２ 

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（14,904,449

円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填し

た額（81,607,488 円）、信託約款に規定される収益調整金（2,235,023 円）及び分配準備積立金（0円）

より分配対象収益は 98,746,960 円（1万口当たり 637 円）であり、うち 30,969,114 円（1万口当たり

200 円）を分配金額としております。 

 

（金融商品に関する注記） 

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 

項目 

第 1計算期間 

（自 平成22年 4月28日 

  至 平成22年 9月15日） 

１．金融商品に対する取組

方針 

 

信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及び

デリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っておりま

す。 

 

２．金融商品の内容及び当

該金融商品に係るリス

ク 

 

保有する主な金融商品は、株式であります。これらは売買目的で保有

しております。 

当該金融商品には、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、

流動性リスク及びカントリーリスク等があります。 

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり

外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取りまたは支払にか

かる円貨額を確定させるために行っております。 

一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動に

よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生

する信用リスクがあります。当ファンドは、為替予約取引をスポット

に限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識してお

ります。また、為替予約の相手先は社内ルールに従った金融機関に限

定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどな

いと判断しております。 
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項目 

第 1計算期間 

（自 平成22年 4月28日 

  至 平成22年 9月15日） 

３．金融商品に係るリスク

管理体制 

リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である株式のパ

フォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っており

ます。また、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性

リスク及びカントリーリスク等の運用リスクを分析し、定期的にリス

ク委員会に報告しております。 

デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジシ

ョン並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 

 

４．金融商品の時価等に関

する事項についての補

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。 

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティ

ブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ

取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

 

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項 

１．貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 

第 1計算期間（自 平成 22 年 4 月 28 日 至 平成 22 年 9 月 15 日） 

貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 

 

２．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

（１）有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 

第 1計算期間（自 平成 22 年 4 月 28 日 至 平成 22 年 9 月 15 日） 

短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価と

しております。 

 

（２）有価証券 

時価の算定方法は、「（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。また、有価証

券に関する注記事項については、「（有価証券に関する注記）」に記載しております。 

 

（３）デリバティブ取引 

該当事項はありません。 
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（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 

第 1計算期間末 

（平成22年 9月15日） 
種類 

当計算期間の損益に 

含まれた評価差額(円) 

株式 202,603,898

合計 202,603,898

 

（デリバティブ取引等に関する注記） 

第 1計算期間末（平成 22 年 9 月 15 日） 

該当事項はありません。 
 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第 1計算期間（自 平成 22 年 4 月 28 日 至 平成 22 年 9 月 15 日） 

該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報に関する注記） 

 

第 1 計算期間末 

（平成22年 9月15日） 

1 口当たり純資産額 1.0137 円 

（1 万口当たり純資産額） （10,137 円） 

 

（４）附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

① 株式 

評価額 
通貨 銘柄 株式数 

単価 金額 
備考

STRAITS ASIA RESOURCES LTD 199,000 2.30 457,700.00

INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD 185,000 2.37 438,450.00

シンガポールドル 

WILMAR INTERNATIONAL LTD 50,000 6.37 318,500.00

小計 銘柄数

組入時価比率

3

4.9%

1,214,650.00

(77,239,593)

5.1%

インドネシアルピア INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT 41,500 38,200.00 1,585,300,000.00

 TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM 

TBK PT 231,500 18,450.00 4,271,175,000.00

 HOLCIM INDONESIA TBK PT 2,087,000 2,300.00 4,800,100,000.00

 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 

TBK PT 462,000 18,400.00 8,500,800,000.00

 UNITED TRACTORS TBK PT 471,500 19,600.00 9,241,400,000.00
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評価額 
通貨 銘柄 株式数 

単価 金額 
備考

 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 483,500 53,500.00 25,867,250,000.00

 GAJAH TUNGGAL TBK PT 1,602,500 1,780.00 2,852,450,000.00

 BW PLANTATION TBK PT 3,115,500 850.00 2,648,175,000.00

 GUDANG GARAM TBK PT 147,500 45,000.00 6,637,500,000.00

 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 

PT 1,391,000 4,875.00 6,781,125,000.00

 NIPPON INDOSARI CORPINDO 

TBK PT 2,199,000 2,275.00 5,002,725,000.00

 PP LONDON SUMATRA INDONESIA 

TBK PT 375,500 9,750.00 3,661,125,000.00

 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,813,000 6,050.00 10,968,650,000.00

 BANK DANAMON INDONESIA TBK 

PT 883,000 5,600.00 4,944,800,000.00

 BANK MANDIRI TBK PT 2,230,000 6,300.00 14,049,000,000.00

 BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

JAWA 7,155,000 1,350.00 9,659,250,000.00

 BANK RAKYAT INDONESIA 1,360,000 9,550.00 12,988,000,000.00

 ALAM SUTERA REALTY TBK PT 13,066,500 193.00 2,521,834,500.00

 XL AXIATA TBK PT 666,500 5,000.00 3,332,500,000.00

 PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 2,512,000 3,850.00 9,671,200,000.00

小計 銘柄数

組入時価比率

20

91.7%

149,984,359,500.00

(1,439,849,851)

94.9%

合計 
1,517,089,444

(1,517,089,444)

 

② 株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

（有価証券明細表注記） 

１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 

２. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。

３. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率で

あります。 

 

第２ 信用取引契約残高明細表 

該当事項はありません。 

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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２ ファンドの現況 

純資産額計算書 

平成 22 年 10 月末日現在 

Ⅰ 資産総額 1,665,145,221円 

Ⅱ 負債総額 59,948,089円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,605,197,132円 

Ⅳ 発行済口数 1,490,712,242口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0768円 

（1 万口当たり純資産額） （10,768円）

 

第５ 設定及び解約の実績 

 

＜更新後＞ 

期間 設定口数 解約口数 発行済口数 

第 1計算期間 自 平成22年 4月28日
至 平成22年 9月15日 1,656,135,234 107,679,522 1,548,455,712 

（注 1）全て本邦内におけるものです。 

（注 2）第 1計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。 

 



アムンディ・インドネシア・ファンド
（愛称:「ガルーダ」）
追加型投信／海外／株式

投資信託説明書（交付目論見書）
2010年7月



1.   本投資信託説明書（交付目論見書）により行う「アムンディ・インドネシア・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年法第25号）第5条
の規定により有価証券届出書を平成22年6月15日に関東財務局長に提出しており、平成
22年7月1日にその届出の効力が生じております。

2.  本投資信託説明書（交付目論見書）は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第13条の
規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを
取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
また、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書（請求目論見書）に
ついては、販売会社を通じて投資家の請求により交付いたします。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、その旨をご自身において記録
しておくようにしてください。

3.  ｢アムンディ・インドネシア・ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられてい
る有価証券等の値動きや為替の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さまに帰属いたします。

4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。

（投資信託についての一般的な留意事項）

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申
し上げます。

・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。

・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とはなりません。

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。

・ 投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資するため、
投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。

・ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことにな
ります。

・ 投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がか
かります。

・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

（金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項）

当ファンドは、主に外国株式に投資しますので、当該株式の価格の下落や当該株式の発行体
（企業）の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は
影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動（円高となっ
た場合等）により当ファンドが投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、
損失を被り投資元本を割込むことがあります。
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愛称： 

ファンドの概要

当概要は、投資信託説明書（交付目論見書）本文の記載内容を要約したものです。
詳細につきましては、各該当箇所をご覧ください。

ファンドの名称 アムンディ・インドネシア・ファンド
愛称：ガルーダ

商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
詳しくは後記〔ファンドの商品分類〕をご参照ください。

ファンドの目的 インドネシアの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成
長を目指して運用を行います。

主な投資対象 インドネシアの株式を主要投資対象とします。

信 託 設 定 日 平成22年4月28日（水）

信 託 期 間 平成22年4月28日（水）～無期限

決 算 日 年2回（3月15日及び9月15日、休日の場合は翌営業日）

収 益 分 配 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。

申 込 期 間

平成22年7月1日（木）～平成23年6月15日（水）
ただし、ファンドの休業日※にあたる場合は、お申込みできません。
※  東京証券取引所の休業日、インドネシア証券取引所の休業日またはシン
ガポールの祝休日のいずれかに該当する場合を指します。

申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって
更新されます。

募 集 上 限 1,000億円
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お 申 込 単 位 1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び
単位とします。

お 申 込 価 額 申込受付日の翌営業日の基準価額

途 中 換 金

原則として、毎営業日換金（解約）できます。
ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。
「換金請求」または「買取請求」によりお申込みいただけます。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申
込みの販売会社にお問合せください。

換 金 単 位 1口を最低単位として販売会社が定める単位とします。

換 金 価 額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換 金 代 金 の
お 支 払 い

換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社
においてお支払いします。

委 託 会 社 アムンディ・ジャパン株式会社

投 資 顧 問 会 社 アムンディ・シンガポール・リミテッド

受 託 会 社 株式会社 りそな銀行

【基準価額、換金価額及び販売会社について委託会社の照会先】

アムンディ・ジャパン株式会社　お客様サポートライン
電話番号：0120-202-900（フリーダイヤル）

受付時間：月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午前9時～午後5時
インターネットホームページ：http://www.amundi.co.jp
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愛称： 

ファンドの特色

当ファンドは、インドネシアの株式を主要投資対象とし、
中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

信託金の限度額は300億円です。ただし、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。

1　 インドネシアの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を
行います。 

2　 独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ（個別銘柄の選択）に基づき、投資テー
マ等を考慮し、運用を行います。

3　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。
4　 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてアムンディ・シンガポール・リミテッドに運用
の指図に関する権限を委託します。

〔イメージ図〕
申込金

分配金
償還金
換金代金

投　資

損　益

インドネシアの
株式受益者 アムンディ・インドネシア・ファンド

（愛称 ： ガルーダ）

投資ユニバース
インドネシアの株式の中から、各銘柄の出来高（流動性）

を精査し、投資ユニバースを決定

投資銘柄候補
以下の主要項目に基づき、投資銘柄候補を決定

①企業訪問 ②独自のリサーチ ③投資テーマ ④バリュエーションの評価・分析 
⑤市場データ

ポートフォリオの構築
ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択とトップダウン・アプローチによる

業種別配分の両面からポートフォリオを構築
ステップ４

ステップ１

業種別配分
以下の主要項目に基づき、業種別配分を決定

①マクロ経済・市場シナリオ分析　②投資戦略　③投資テーマ
ステップ３

ステップ２アムンディ・
インドネシア・ファンド
運用プロセス

アムンディ・シンガポール・リミテッド （当ファンドの投資顧問会社）
当ファンドに係る運用の指図権限は、アムンディ・シンガポール・リミテッドに委託します。
アムンディ・シンガポールは1989年以来、アセアンの中核であるシンガポールに拠点を有し、アセアン諸国をカバーするリ
サーチ体制を築いています。運用に関しては、ボトムアップ・アプローチに重点を置き、有望な銘柄の選別を行います。当ファ
ンドの運用に関して、アムンディ・シンガポール・リミテッドはアムンディ・ホンコン・リミテッドから運用に関するアドバイスを
受けます。

＊ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用
ができない場合があります。
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ファンドの主な投資リスク及び留意点

以下に記載する投資リスク及び留意点は当ファンドの投資信託説明書（目論見書）に記載するものの
うち、一部の要約であり、当ファンドに係る全ての投資リスク及び留意点を網羅するものではありま
せん。
詳細は投資信託説明書（目論見書）後記の「ファンドの主な投資リスク及び留意点」をご参照
ください。

当ファンドは、値動きのある資産（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価
額は変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じ
た利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。当ファンドにおける主な投資リスクは次のと
おりです。これらの投資リスクにより、当ファンドの基準価額は下落する可能性があり、損失を被り投資
元本を割込むことがあります。

主な投資リスク 主な投資リスクの内容（損失が生じる恐れがある理由）

価格変動リスク

当ファンドは主にインドネシアの株式に投資を行いますので、ファンドの基準価額は組入
れられた株式の価格変動の影響を受け、変動します。株式の価格はその発行体（企業）の
経営状況、財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により変動
します。従って、組入れられた株式の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額も
下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。

インドネシアの株式へ
の投資に関するリスク
（カントリーリスク）

当ファンドは主にインドネシアの株式を投資対象としています。一般にインドネシアの
証券市場は欧米等の先進国の証券市場に比べ市場規模や取引量が小さく、市場の流
動性が低くなる事態が生じる可能性が高いと考えられます。そのため、インフレ、国際
収支、外貨準備高の悪化、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化など
が株式市場や為替市場に及ぼす影響は先進主要国以上に大きくなることが予想されま
す。また、当該国の政変、経済事情の変化等により市場が混乱した場合や、政府当局によ
り有価証券取引、為替取引等に対して新たな規制や税制が導入された場合等には、証券
市場、金融市場が大きな影響を受け、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があ
り、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
新たな通貨規制、資本規制等が導入された場合には、投資資金を日本へ回金することが
困難になる可能性があります。

為替変動リスク

外貨建資産に投資した場合は、為替変動によって重大な損失が生じるリスクがあります。
当ファンドが投資する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ので、
為替変動の影響を大きく受けます。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価
値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込む
ことがあります。

信用リスク
株式の発行体（企業）が破産した場合は、投資資金を回収することができなくなることが
あります。その結果、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むこと
があります。

主な留意点 主な留意点の内容

分配金に関する
留意点

当ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針により分配を行いますが、分配金額
はあらかじめ確定しているものではなく、ファンドの運用状況（基準価額水準及び市況
動向）等によっては分配を行わないこともあります。

その他の留意点 当ファンドはインドネシアの株式に限定して投資を行うため、十分な分散投資効果が得
られない場合があります。
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●お客さまに直接ご負担いただく費用及び税金（個人のお客さまの場合）

時　　期 項　　目 費　用・税　金

お申込時 申込手数料
3.15％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める
率を申込受付日の翌営業日の基準価額（当初1口=1円）
に乗じて得た金額とします。

途 中
換 金 時

信託財産留保額 ありません。

所得税及び
地 方 税

換金価額から取得費（お申込手数料等を含む）を控除した
利益（譲渡益）に対して課税されます。

収 益
分 配 時

所得税及び
地 方 税 普通分配金に対して課税されます。

償 還 時 所得税及び
地 方 税

償還価額から取得費（お申込手数料等を含む）を控除した
利益（譲渡益）に対して課税されます。

当ファンドの収益分配金は、配当控除 ･ 益金不算入制度の適用対象外となります。
上記は、平成22年2月末現在の税法に基づき記載しております。
税法が変更 ･ 改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上 ･ 税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士･税理士にご確認く
ださい。

●お客さまに間接的にご負担いただく費用（保有期間中にファンドが負担する費用）

信託報酬 純資産総額に対して年率1.701%（税抜1.62％）を乗じて得た金額が
日々かかります。

その他の
費 用

上記の信託報酬以外に信託事務等の諸費用、監査報酬及び組入有価証券
の売買委託手数料等が信託財産中から支払われます（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
示すことができません）。

なお、費用の合計額は、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することは
できません。

詳しくは投資信託説明書（目論見書）後記の「ファンドにかかる費用・税金」をご参
照ください。
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〔ファンドの商品分類〕 
 
当ファンドは、追加型投信／海外／株式に属しています。 
 
○商品分類表      ○属性区分表 
単位型／ 
追加型 

投資対象 
地域 

投資対象資産 
（収益の源泉） 

 
投資対象資産 決算頻度

投資対象 
地域 

為替 
ヘッジ 

 
 
 
 
 
 
 

 
単 位 型  

 
 
 

追 加 型 
 

 
 
 
 
 

 
 
国  内 

 
 

海  外 

 
 

内  外 

 
 
 
 
 

 
株  式 

 
債  券 

 
不動産投信 

 
その他資産 
（    ） 

 
資産複合 

 

  
株式 

 一般 
 大型株 
 中小型株 
 
債券 
 一般 
 公債 
 社債 
 その他債券 
クレジット属性 
（  ） 

 
不動産投信 
 
その他資産 

（  ） 
 

資産複合 
 資産配分固定型 
 資産配分変更型 
 

 
年 1回 
 
年 2回 

 
年 4回 

 

年 6 回 

（隔月） 

 

年 12 回 

（毎月） 

 

日々 

 

その他 

（  ） 

 
グローバル 
 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 
アジア 

 
オセアニア 
 
中南米 
 
アフリカ 
 
中近東 
（中東） 
 
エマージング 

 
 
 
 
 
 

あり 
（  ） 

 
 
 
 
 
 

なし 

（注）当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 
 
○商品分類の定義 

・単位型／追加型 
「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」………目論見書又は投資信託約款において、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う。 
 
・投資対象資産（収益の源泉） 
「株式」……目論見書又は投資信託約款において、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。 
 
○属性区分の定義 

・投資対象資産 
「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。 

・決算頻度 
「年 2回」…目論見書又は投資信託約款において、年 2回決算する旨の記載があるものをいいます。 
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・投資対象地域 
「アジア」…目論見書又は投資信託約款において、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。 

・為替ヘッジ 

「為替ヘッジなし」…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行な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。 

 

 

*上記は、社団法人 投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。商品分類・属性
区分の全体的な定義については、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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当ファンドは、インドネシアの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を

行います。 

 

① インドネシアの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 
 
② 独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ（個別銘柄の選択）に基づき、投資テーマ等を
考慮し、運用を行います。 

 
③ 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。 
 
④ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいて、アムンディ・シンガポール・リミテッドに運用の指図
に関する権限を委託します。 

 
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような
運用ができない場合があります。 

 

 

＜運用プロセス＞ 

ステップ 1：投資ユニバース 

インドネシアの株式の中から、各銘柄の出来高（流動性）を精査し、投資ユニバースを決定 

 

ステップ 2：投資銘柄候補 

以下の主要項目に基づき、投資銘柄候補を決定 

・ 企業訪問 

・ 独自のリサーチ 

・ 投資テーマ 

・ バリュエーションの評価・分析 

・ 市場データ 

 

ステップ 3：業種別配分 

以下の主要項目に基づき、業種別配分を決定 

・ マクロ経済・市場シナリオ分析 

・ 投資戦略 

・ 投資テーマ 

 

ステップ 4：ポートフォリオの構築 

ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択と、トップダウン・アプローチによる業種別配分の両面か

らポートフォリオを構築 

 投資方針 
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《ファンドの投資顧問会社》 
アムンディ・シンガポール・リミテッド 

当ファンドに係る運用指図の権限は、アムンディ・シンガポール・リミテッドに委託します。 

アムンディ・シンガポール・リミテッドは 1989 年以来、アセアンの中核であるシンガポールに拠点を有

し、アセアン諸国をカバーするリサーチ体制を築いています。運用に関しては、ボトムアップ・アプロ

ーチに重点を置き、有望な銘柄の選別を行います。 

当ファンドの運用に関して、アムンディ・シンガポール・リミテッドはアムンディ・ホンコン・リミテ

ッドから運用に関するアドバイスを受けます。 

 
《アドバイザー》 
アムンディ・ホンコン・リミテッド 

アムンディ・ホンコン・リミテッドはアムンディ・グループのアジアにおける資産運用をしております。

アジア投資の専門家としては 25 年以上の実績を持ち、年間約 800 社を訪問する徹底したボトムアップ・

アプローチ運用を行っています。 

 
《その他》 
りそなプルダニア銀行 

委託会社はりそなプルダニア銀行からインドネシアの政治・経済・業界・金融情勢・各種市場等の情報

の提供を受けます。りそなプルダニア銀行はりそな銀行が出資する現地合弁会社で、インドネシア国内

に6拠点を有します。 

 

 

 

 

 

この投資信託は、インドネシアの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行

います。 

 

投資対象の詳細は、信託約款をご参照ください。 

 
 

投資対象 
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① 収益分配方針 
ファンドは、毎決算時（原則として3月15日及び9月15日。休日の場合は翌営業日とします）に、原則

として次の方針により収益分配を行います。 

１）分配対象収益の範囲  

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます）等の

全額とします。 

２）分配対象収益についての分配方針 

分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が

少額の場合には分配を行わないこともあります。 

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。 

 

② 収益の分配 
１）信託財産から生じ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。 

(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する

収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ）から、諸経費、信託報酬及び当該信託

報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額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充てるため、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。 

(ⅱ)  売買損益に評価損益を加減して得た利益金額（以下「売買益」といいます）は、諸経費、信託

報酬及び当該信託報酬にかか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てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配に充てるため、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。 

 

③ 収益分配金の支払 
１）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決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のために販売会社

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、毎計算期間

終了日後 1ヵ月以内の委託会社の指定する日から支払います（原則として決算日（休日の場合は翌営

業日）の翌営業日からお支払いします）。 

２）上記１）の規定にかかわらず、別に定める契約（自動けいぞく投資契約）に基づいて収益分配金を再

投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、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販売会社に交付されます。この場合、販売会社は受

益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。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。 

３）上記１）に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。 

４）受益者が、収益分配金について上記１）に規定する支払開始日から 5年間その支払を請求しないとき

はその権利を失い、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。 
 

分配方針 
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①当ファンドの信託約款で定める投資制限 
当ファンドの信託約款で定める主な投資制限は、下記の通りです。 

投資制限の詳細につきましては、信託約款をご参照ください。 

 

１）外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

２）株式への投資制限 

株式への投資割合には制限を設けません。 

３）新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限 

新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下

とします。 

４）同一銘柄の株式等への投資制限 

(a）同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 30%以下とします。 

(b）同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産

総額の 10%以下とします。 

５）同一銘柄の転換社債等への投資制限 

同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下と

します。 

６）投資信託証券への投資制限 

投資信託証券（金融商品取引所に上場している投資信託証券及び既に組入れている株式等の転換によ

り投資信託証券に該当することとなったものを除きます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の

5%以下とします。 

 

②法令より禁止または制限される取引等 
１) 同一法人の発行する株式の投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第 9条） 

委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託

につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の 50%

を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図する

ことはできません。 

２) デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1項第 8号) 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変

動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法

により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新

株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含

みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。 

投資制限 
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当ファンドは、値動きのある有価証券に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、
基準価額は変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。また、
当ファンドは、預金保険の対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属すること
となります。 
後記の各投資リスクにより組入有価証券の価格が値下がりすることにより、当ファンドの基準価額も下落
し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 
以下は、当ファンドに関して考えられる主な投資リスク及び留意点です。ただし、以下の記述は全ての投
資リスク及び留意点を網羅したものではありません。 

 

投資リスク 
① 価格変動リスク 

当ファンドは主にインドネシアの株式に投資を行いますので、ファンドの基準価額は組入れられた株

式の価格変動の影響を受け、変動します。株式の価格はその発行体（企業）の経営状況、財務状況、

一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により変動します。従って、組入れられた株式

の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあ

ります。 

② インドネシアの株式への投資に関するリスク（カントリーリスク） 
・ 当ファンドは主にインドネシアの株式を投資対象としています。一般にインドネシアの証券市場は欧

米等の先進国の証券市場に比べ市場規模や取引量が小さく、市場の流動性が低くなる事態が生じる可

能性が高いと考えられます。そのため、インフレ、国際収支、外貨準備高の悪化、政治不安や社会不

安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は先進主要国以上に大

きくなることが予想されます。また、当該国の政変、経済事情の変化等により市場が混乱した場合や、

政府当局により有価証券取引、為替取引等に対して新たな規制や税制が導入された場合等には、証券

市場、金融市場が大きな影響を受け、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があり、損失を被

り投資元本を割込むことがあります。 

・ 新たな通貨規制、資本規制等が導入された場合には、投資資金を日本へ回金することが困難になる可

能性があります。 

・ 先進主要国に比べ金融システムが脆弱なため、海外証券市場の急落や外国人投資家の動きによって  

は、証券市場、金融市場が大きな影響を受けることがあります。 

③ 為替変動リスク 
・ 外貨建資産に投資した場合は、為替変動によって重大な損失が生じるリスクがあります。 

・ 当ファンドが投資する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ので、為替変動の影

響を大きく受けます。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基

準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 

・ 外貨建資産は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて、価格が
大きく変動することがあります。 

④ 信用リスク 
・ 当ファンドが投資する株式について、発行体（企業）の財政状況及び一般的な経済状況または経営・
財務状況の変化及びそれに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひと

つであり、当ファンドの基準価額の下落要因となります。 
・ 株式の発行体（企業）が破産した場合は、投資資金を回収することができなくなることがあります。   
その結果、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 

⑤ 流動性リスク 
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却でき

ず、不測の損失を被るリスクがあります。 

当ファンドが大量の解約を受けた場合には、ファンドの組入対象とするインドネシアの株式を売却す

ることとなります。一般にインドネシアの証券市場は欧米等の先進国の証券市場と比べ、市場の流動

性が低いと考えられることから一度に多量の売却を行った場合には、期待される価格で売却できない

可能性があり、売却損が発生することがあります。この場合、ファンドの基準価額が下落し、損失を

被り投資元本を割込むことがあります。 

ファンドの主な投資リスク及び留意点
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留意点 
① 分配金に関する留意点 

当ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額はあら

かじめ確定しているものではなく、ファンドの運用状況（基準価額水準及び市況動向）等によっては

分配を行わないこともあります。 
② 規制の変更に関する留意点 
・ 当ファンドの運用に関連する国又は地域の法令、税制及び会計基準等は今後変更される可能性があり

ます。 

・ 将来規制が変更された場合、当ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。 

③ その他の留意点 
・ 前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担及びこれらに対する消費

税等の負担による負の影響が存在します。 

・ 証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済

事情の変化若しくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがありま

す。この場合、当ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元

本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は

途中換金の受付を一時的に中止することがあります。 

・ 当ファンドはインドネシアの株式に限定して投資を行うため、十分な分散投資効果が得られない場合

があります。 

・ 投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、申込の受付を停止することがあ

ります。また、信託約款上の追加信託金の限度額（300 億円）に係わらずファンドマネージャーが投

資先の株式市場の時価総額等に鑑み運用可能上限額に達したと判断した場合も、一時的に申込の受付

を停止することがあります。この場合は、新たに当ファンドを購入できなくなります。 

 

 
 

 
 
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。 

・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

・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とはなりません。 

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。 

・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資するため、投資元本及

び分配金が保証された商品ではありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 

・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等がかかります。 

・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

一般的な留意点 
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ファンドのしくみ  
 

 
※1 投資顧問契約 

委託会社と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、委託会社が投資顧問会社へ

当ファンドの運用の指図権限を委託するにあたり、委託する業務の内容等を規定しています。 

 
※2 信託契約 

委託会社と受託会社との間において「信託契約（投資信託約款）」を締結しており、委託会社及び受託

会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償

還等を規定しています。 

 
※3 募集・販売等に関する契約 

委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金及

び償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。 
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名 称 等 アムンディ・ジャパン株式会社 

（金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第 350 号） 

資 本 の 額 12 億円 

昭和46年11月22日 山一投資カウンセリング株式会社設立 

昭和55年 1月 4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社 

へ社名変更 

平成10年 1月28日 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社（現アムンディ・ 

ジャパンホールディング株式会社）が主要株主となる 

平成10年 4月 1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント 

株式会社へ社名変更 

平成10年11月30日 証券投資信託委託会社の免許取得 

平成16年 8月 1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ 

ジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更 

平成19年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品 

取引業者の登録を行う 

会社の沿革 

平成22年 7月 1日 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、 

アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更 

名     称 住     所 所 有 株 式 数 比     率 
大 株 主 

の 状 況 
アムンディ・ジャパン 

ホールディング株式会社 

東京都千代田区内幸町

一丁目 2番 2号 
2,400,000 株 100% 

（平成22年7月1日現在） 

 

《アムンディ概要》 

 

アムンディは、運用資産規模で 6,880 億ユーロ※1を超え、欧州第 3位※2、世界ではトップ・テン※3に入る

グローバルプレーヤーの運用会社です。世界 30 カ国以上の主要な投資地域の中心に拠点を持ち、すべての

アセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品を提供します。 

アムンディは、世界中の 1億人以上のリテールのお客様のニーズに応えるべく、貯蓄・投資手段の提供に

力を注ぎます。また、機関投資家のお客様については、個別の要望やリスク許容度に応じた、革新的で良

好なパフォーマンスを生み出すような商品を開発、提供します。 
 

※1 アムンディによる試算 (数値は 2010 年 3 月末現在) 
※2 IPE (インベストメント･ペンション･ヨーロッパ) によるトップ 400 社調査 ‒ 2009 年 7 月版 (数値は 2008 年 12 月末) 

※3. GI (グローバル･インベスターズ) による 100 社ランキング ‒ 2008 年 9 月版 (数値は 2008 年 6 月) 

委託会社の概要 
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運用体制 
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制とな

ります。 
 

投資信託契約に
基づく運用指図

受
託
会
社

金融商品市場

投
資

委 託 会 社

投資顧問会社

Plan

Do

See

See

運用計画

投資行動

運用成果のチェック等

運用成果のチェック
（運用成果、手法、プロセス、
ガイドライン・体制のチェック）

情報収集、投資環境分析、
→運用方針の決定

ポートフォリオ構築・決定
↓

トレーディング

考査・リーガルチェック等

レビュー委員会（月次）

投資政策委員会

運
用
指
図

の
委
託

運
用
結
果

の
報
告

投資信託契約に
基づく運用指図
投資信託契約に
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投
資

委 託 会 社

投資顧問会社
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運用計画

投資行動

運用成果のチェック等

運用成果のチェック
（運用成果、手法、プロセス、
ガイドライン・体制のチェック）

情報収集、投資環境分析、
→運用方針の決定

ポートフォリオ構築・決定
↓

トレーディング

考査・リーガルチェック等

レビュー委員会（月次）

投資政策委員会

運
用
指
図

の
委
託

運
用
結
果

の
報
告

 
 
ファンドの運用組織は以下のとおりです。 

運用計画・・・・・・・運用本部各運用部（7名程度） 

投資行動・・・・・・・運用本部所属ファンド・マネージャー（7名程度） 

運用成果のチェック・・レビュー委員会（7名以上）、投資政策委員会（3名以上） 

 

ファンドの運用を行うに当たっての社内規定 

・証券投資信託の運用に関する規則 

・服務規程（ファンド・マネージャー用） 

・リスク管理基本規程 

・証券先物取引に関する社内基準 

・各種業務マニュアル 

・コンプライアンス・マニュアル 

関係法人に関する管理体制 

受託会社・・・・年 1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施 

ファンドの運用体制等は平成 22 年 7 月 1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

リスク管理体制 
委託会社では、以下のように 2段階でリスクのモニタリング及び管理を行います。 

 

・ 運用パフォーマンスの評価・分析 
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析

及び評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。 

 
・ 運用リスクの管理 
リスクマネジメント部が法令諸規則及び運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況

を検証及び管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部が運用に係る社内規

程、関連法規の遵守を徹底し、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議

が行われ必要な方策を講じます。 

 
 

運用体制及びリスク管理体制
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（ご参考） 

 

《当ファンドの投資顧問会社であるアムンディ・シンガポール・リミテッドのリスク管理体制》 

アムンディ・シンガポール・リミテッドのリスクモニタリング及びリスク管理体制は次の3段階で行っ

ています。 
 

・運用上のリスク管理 

当ファンドの運用を担当するアムンディ･シンガポール・リミテッドの運用チームは、中間管理部・業務部

とともに、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポジショ

ンの流動性やパフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。加えて、ポートフォリオに対す

る法令遵守、顧客の制約条件、社内規程の遵守状況の確認を行います。 

 

・専門部署によるリスク管理 

リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク及び運用監査の 2 項

目のチェックを行います。また、顧客の投資ガイドライン、法令規制の遵守状況の確認を行います。ファ

ンド・マネージャーとは別のレポートラインを持つことで、独立性が確保されています。 

 

コンプライアンス・チームは、規則、コンプライアンス規範遵守及び専門性の維持を図る一方で、顧客利

益、市場の公正及び資産運用の独立性を監督します。 

 

・外部監査 

クレディ・アグリコル エス・エー（アムンディの母体）及びアムンディの独立した監査チームが、適切な
業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。  

 
ファンドのリスク管理体制等は平成 22 年 7 月 1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店・営業所において取扱っております。

販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。 
詳しくは販売会社にお問合せください。 

 
 

平成 22 年 7月 1日（木）から平成 23 年 6月 15 日（水）※1まで 

 

申込期間 

取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時までに受付けたもの（当該取得の

申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の受付分として取扱

います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 

ただし、ファンドの休業日※2にあたる場合は、お申込みできません。 

※1 継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新

されます。 
※2 東京証券取引所の休業日、インドネシア証券取引所の休業日またはシンガポールの

祝休日のいずれかに該当する場合を指します。 

 
申込単位 

1 円または 1口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 

詳しくは、販売会社にお問合せください。 

 
申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 

 
払込期日 

お申込みを受付けた販売会社が定める日までに、お申込金額をお申込みの販売会社に

お支払いください。払込期日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込

みの販売会社にご確認ください。 

* 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむ

を得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込の受付を取消す

ことができます。 

* 委託会社は、投資環境の変化や運用資産の適正規模等を勘案し、取得申込の受付を一時的に中止するこ

とがあります。 

* 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振

替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかか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と引換に、当該口座に当該取得申込者にか

か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

法の規定に従い、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

にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

申込（販売）の手続等 
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換金取扱期間 

原則として、毎営業日換金（解約）のお申込みが可能です。 

ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。 

ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 

途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時までに受付けた

もの（当該換金の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当

日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなり

ます。 

 
換金単位 

1 口を最低単位として販売会社が定める単位とします。 

詳しくは、販売会社にお問合せください。 

 
換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 

 換金代金の 

支払 

換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として 6 営業日目から、販売会社

においてお支払いします。 

１）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その

他やむを得ない事情があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付け

た途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。 

２）受益権の買取 

販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 

買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せく

ださい。 

 

* 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かかる

この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、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、社振法の規定に従い、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。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

 
申込（販売）の手続等及び換金（解約）の手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 

 

 

 

 

換金（解約）の手続等 
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お客さまに直接ご負担いただく費用・税金
 

 
 

時期 項目 費用･税金 

申込時 申込手数料※1 3.15%（税抜3.0%）を上限に販売会社が定めるものとします。

途中換金時 所得税及び地方税 換金価額※2の個別元本超過額※3に対して課されます。 

収益分配時 所得税及び地方税 普通分配金に対して課されます。 

償還時 所得税及び地方税 償還時の個別元本超過額※3に対して課されます。 

※1 申込手数料についての詳細はお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問合せください。 

委託会社のインターネットホームページ（http://www.amundi.co.jp）でも販売会社の申込手数料等がご

覧いただけます。 

※2 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 
※3 個人の受益者においては、換金価額または償還価額から取得費（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費

税等相当額を含みます）を控除した利益（譲渡益）に対して課税されます。 

 

当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。 

 

（注）平成 22 年 2 月末現在の税法に基づき記載しております。 

税法が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。 

当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。 
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信託報酬等 
 時期 信託報酬 

 
信託報酬の総額

信託財産の純資産総額に対し、 

年率 1.701%（税抜 1.62%）を乗じて得た金額 

 
純資産総額が 100 億円未満の場合 

 委 託 会 社  ： 年率 0.84%（税抜 0.80%） 

（委託会社の報酬の内、投資顧問会社分：税抜 0.24%以内） 

 販 売 会 社  ： 年率 0.7875% （税抜 0.75%） 

 受 託 会 社  ： 年率 0.0735% （税抜 0.07%） 

 

毎日 

信託報酬の配分

純資産総額が 100 億円以上の場合 

 委 託 会 社  ： 年率 0.735%（税抜 0.70%） 

（委託会社の報酬の内、投資顧問会社分：税抜 0.21%以内） 

 販 売 会 社  ： 年率 0.8925% （税抜 0.85%） 

 受 託 会 社  ： 年率 0.0735% （税抜 0.07%） 

 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 

 
その他の手数料等 

① 資金の借入れにかかる借入金の利息 
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資に係る収益分配金の支払資金の手当

て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われ

ます。 
② 信託事務等の諸費用及び監査報酬 
1)信託財産に関する租税、その他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

の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます）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ことを原則とします(日々の信託財産の純資産総額に

対して年率 0.01%（税込）を乗じて得た額。ただし、1回当たりの監査報酬の上限は 500 万円（税

込）（有価証券届出書提出日現在)）。 

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 
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、CP、CD、預金、指

定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに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、売買委託手数料等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。 

 

＊ その他の手数料等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。 

 

＊ 費用の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができ

ません。 

 

ファンドで間接的にご負担いただく費用 
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課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変

更になることがあります（下記は、平成 22 年 2 月末現在の税法に基づき記載しております）。 

 

① 個別元本について 
(ⅰ)追加型投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手

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。 
(ⅱ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、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。 
(ⅲ)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が

行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該

口座毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。 
(ⅳ)受益者が特別分配金を受取った場合、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、後

記「②収益分配金の課税について」を参照）。 
 

② 収益分配金の課税について 
追加型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取る際、次の通りとなります。 
(ⅰ)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又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ます。 
(ⅱ)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

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。 

税金の取扱 
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③ 個人、法人別の課税の取扱について 

(ⅰ)個人の受益者に対する課税 
 

時期 適用期間 条件 内容 

課税対象 

換金価額または償還価額から取得費（申込

手数料等を含みます）を控除した場合に生

じる利益（譲渡所得） 

源泉徴収の有無 無※1 

申告方法 確定申告による申告分離課税※2 
平成23年12月31日まで 

税率 
確定申告による税率は、10%(所得税 7%、  

地方税 3%)となります。 

 
 
 
 
 
途中換金時 

償還時 

課税対象 

換金価額または償還価額から取得費（申込

手数料等を含みます）を控除した場合に生

じる利益（譲渡所得） 

 源泉徴収の有無 無※1 

 申告方法 確定申告による申告分離課税※2 

 

平成24年1月1日以降 

税率 
確定申告による税率は、20%(所得税 15%、

地方税 5%)となります。 

課税対象 普通分配金(配当所得) 

源泉徴収の有無 有(10%の税率で源泉徴収) 

申告方法 
確定申告による申告分離課税※3又は確定

申告による総合課税又は申告不要※4 

平成23年12月31日まで 

税率 

申告分離課税の場合は、10%(所得税 7%、  

地方税 3%)の税率となります。 

確定申告による総合課税の場合は所得税

の累進税率が適用されます。 

申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税

3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。

課税対象 普通分配金(配当所得) 

源泉徴収の有無 有(20%の税率で源泉徴収) 

申告方法 
確定申告による申告分離課税※3又は確定

申告による総合課税又は申告不要※4 

収益分配時 

平成24年1月1日以降 

税率 

申告分離課税の場合は、20%(所得税 15%、

地方税 5%)の税率となります。 

確定申告による総合課税の場合は所得税

の累進税率が適用されます。 

申告不要の場合は 20%(所得税 15%、地方税

5%)の源泉徴収税額で納税が完了します。
※1 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用している場合には、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%の税率で、平成 24 年 1 月
1日以降は 20%の税率で源泉徴収が行われます。 

※2 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用している場合においては、申告不要とすることができます。 
※3 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。 
※4
 
特定口座（源泉徴収選択口座）内において、上場株式等の譲渡損失と配当所得の金額との損益通算が可能となります。 
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(ⅱ)法人の受益者に対する課税 

※ お客さまの個別元本（受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及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）をいいます）を上回る金額に対して課税されます。 
 

④ 買取請求時の課税について 
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税していただきます。 
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せくださ

い。 
 
当ファンドの収益分配金は、配当控除、益金不算入制度の適用対象外となります。 
税法が変更・改正された場合は、前記の内容が変更になることがあります。 
当ファンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。 

 

時期 適用期間 条件 内容 

課税対象 個別元本超過額※ 
平成23年12月31日まで 

源泉徴収の有無 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) 

課税対象 個別元本超過額※ 

途中換金時 

償還時 
平成24年1月1日以降 

源泉徴収の有無 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) 

課税対象 普通分配金 
平成23年12月31日まで 

源泉徴収の有無 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) 

課税対象 普通分配金 
収益分配時 

平成24年1月1日以降 
源泉徴収の有無 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) 
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管理及び運営の概要 
 

 
 

資産の評価 
１）基準価額の算定 

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び信託約款に規定する借入有価証

券を除きます）を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価し

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金額をいいます。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。 
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。 
２）基準価額の算出頻度と公表 

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより

知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に掲載されます。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。 

 
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。 

 
 
保管 
該当事項はありません。 

 

信託期間 
平成 22 年 4 月 28 日から無期限とします。ただし、後記「その他 １）信託の終了」に該当する場合、信託

は終了することがあります。 

 

計算期間 
１）この信託の計算期間は、原則として毎年 3月 16 日から 9 月 15 日及び 9 月 16 日から翌年 3月 15 日ま

でとします。ただし、第 1計算期間は信託契約締結日から平成 22 年 9 月 15 日までとします。 

２）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、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、信託約款に定める信託期間の終了日とします。 

 

受益者の権利等 
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中換金（買取）請求

権を有しています。 
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その他 
１）信託の終了 
(a)委託会社は、次の場合、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（以下「繰上償還」といいます）。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出ます。 

ⅰ．信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合 

ⅱ．信託期間中において、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 
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき 

委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。 

1) 委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、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。 

2）前記1)の書面決議において、受益者（委託会社及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2）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。 

3）前記1)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。 

4）前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。 

1．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 1）から

3）までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合 

2．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場合 

(b)委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解

約し信託を終了させます。 

(c)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、委託会

社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、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、後記「２）信託約

款の変更等」の(b)の書面決議が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。 

(d)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社

が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

２）信託約款の変更等 
(a)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及びその内容を監

督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「２）信託約款の変更等」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。 

(b)委託会社は、前記(a)の事項（(a)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約款の変更等の内容及びその理由など

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。 

(c)前記(b)の書面決議において、受益者（委託会社及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(c)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。 

(d)前記(b)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。 

(e)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。 
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(f)前記(b)から前記(e)までの規定は、委託会社が重大な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。 

(g)前記(a)から前記(f)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、当該併合にかか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。 

３）反対者の買取請求権 
当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、書面決議において当該

解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じて、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。この買取請求権の内容

及び買取請求の手続に関する事項は、前記「１）信託の終了」（a）の 1)または、「２）信託約款の変更

等」(b) に規定する書面に付記します。 

４）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。 

５）運用報告書の作成 
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる

受益者に対して交付します。 
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（1）受益証券の名義書換等 

ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

なお、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。 

 

（2）受益者名簿 

作成いたしません。 

 

（3）受益者等に対する特典 

該当するものはありません。 

 

（4）受益権の譲渡制限の内容 

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かかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名

式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することが

できます。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益

権の口数の減少及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、上記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）に社振法の規定に従い、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、上記①の振替について、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かか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るときまたはやむを得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。 

 

（5）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、委託会社及び受託会社に対抗する

ことができません。 

 

（6）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従い、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。 

 

（7）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。 

 

（8）質権口記載又は記録の受益権の取扱について 

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、一

部解約の実行の請求の受付、一部解約代金及び償還金の支払等については、信託約款の規定によるほ

か、民法その他の法令等に従って取扱われます。 

内国投資信託受益証券事務の概要
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①内国投資信託受益証券の形態等 
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。 

 
②発行価額の総額 
1,000 億円を上限とします（前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれ
ていません）。 
 
③振替機関に関する事項 
振替機関は下記の通りです。 

株式会社 証券保管振替機構 
 
④日本以外の地域における発行 
該当事項はありません。 

 
⑤クーリングオフ制度（金融商品取引法第 37 条の 6）の適用 
該当事項はありません。 

 
⑥有価証券届出書の写しの縦覧 
委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含
みます)の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。 

 

投資信託説明書（請求目論見書）の記載項目
 

 
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、後記の通りです。 
 
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 
２ ファンドの現況 
 
第５ 設定及び解約の実績 

その他ファンドの情報 
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以下は平成 22 年 5 月末日現在の運用状況です。 

また、投資比率は、小数点以下第 3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致

しない場合があります。 

 
（1）投資状況 

信託財産の構成 

 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)

株式 シンガポール 36,837,883 3.30 

 インドネシア 1,051,908,555 94.45 

 小計 1,088,746,438 97.76 

現金・預金・その他の資産（負債控除後） ― 24,937,668 2.23 

    合計（純資産総額） 1,113,684,106 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。 

  
その他の資産の投資状況 

資産の種類 国/地域 評価額（円） 投資比率(%) 

為替予約取引（買建） 日本 59,113,037 5.30

（注 1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。 

（注 2） 為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 

 
（2）投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

順
位 国/地域 種類 銘柄名 業種 株式数 

帳簿価額
単価 

（円） 

帳簿価額 

（円） 

評価額 

単価 

（円） 

評価額 

（円） 

投資

比率

(%)

1 
イ ン ド
ネシア 株式 

ASTRA INTERNATIONAL TBK 
PT 自動車・自動車部品 449,500 440.60 198,050,697 415.00 186,542,500 16.75

2 
イ ン ド
ネシア 株式 BANK RAKYAT INDONESIA 銀行 1,149,500 86.07 98,939,161 83.50 95,983,250 8.61

3 
イ ン ド
ネシア 株式 BANK MANDIRI TBK PT 銀行 1,765,500 52.39 92,502,202 50.50 89,157,750 8.00

4 
イ ン ド
ネシア 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,650,000 53.42 88,144,616 53.00 87,450,000 7.85

5 
イ ン ド
ネシア 株式 PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 公益事業 1,922,500 40.54 77,951,575 37.00 71,132,500 6.38

6 
イ ン ド
ネシア 株式 UNITED TRACTORS TBK PT 資本財 360,000 188.68 67,925,728 177.00 63,720,000 5.72

7 
イ ン ド
ネシア 株式 

INDOCEMENT TUNGGAL 
PRAKARSA TBK PT 素材 418,500 150.80 63,111,137 147.50 61,728,750 5.54

8 
イ ン ド
ネシア 株式 

BANK DANAMON INDONESIA 
TBK PT 銀行 1,106,500 53.42 59,116,012 49.50 54,771,750 4.91

9 
イ ン ド
ネシア 株式 

INDOFOOD SUKSES MAKMUR 
TBK PT 食品・飲料・タバコ 1,168,500 36.94 43,169,021 35.75 41,773,875 3.75

10 
イ ン ド
ネシア 株式 GUDANG GARAM TBK PT 食品・飲料・タバコ 116,500 289.94 33,778,575 335.00 39,027,500 3.50

11 
イ ン ド
ネシア 株式 BUMI RESOURCES TBK PT エネルギー 1,744,000 24.07 41,983,100 20.25 35,316,000 3.17

12 
イ ン ド
ネシア 株式 HOLCIM INDONESIA TBK PT 素材 1,673,500 23.10 38,662,881 20.25 33,888,375 3.04

13 
イ ン ド
ネシア 株式 

TAMBANG BATUBARA BUKIT 
ASAM TBK PT エネルギー 184,500 185.75 34,272,665 169.50 31,272,750 2.80

14 
イ ン ド
ネシア 株式 TIMAH TBK PT 素材 1,156,000 25.13 29,054,835 21.25 24,565,000 2.20

15 
イ ン ド
ネシア 株式 

PP LONDON SUMATRA 
INDONESIA TBK PT 食品・飲料・タバコ 261,000 97.67 25,493,504 79.00 20,619,000 1.85

16 
シ ン ガ
ポール 株式 

STRAITS ASIA RESOURCES 
LTD エネルギー 176,000 132.68 23,352,108 117.14 20,617,344 1.85

17 
イ ン ド
ネシア 株式 ALAM SUTERA REALTY TBK PT 不動産 13,066,500 1.84 24,063,243 1.56 20,383,740 1.83

ファンドの運用状況 



  
 

- 31 - 

順
位 

国/地域 種類 銘柄名 業種 株式数 
帳簿価額
単価 
（円） 

帳簿価額 
（円） 

評価額 

単価 
（円） 

評価額 
（円） 

投資
比率
(%) 

18 
イ ン ド
ネシア 株式 BW PLANTATION TBK PT 食品・飲料・タバコ 3,115,500 6.14 19,156,329 6.50 20,250,750 1.81

19 
イ ン ド
ネシア 株式 

INDO TAMBANGRAYA MEGAH 
PT エネルギー 56,500 396.20 22,385,783 341.50 19,294,750 1.73

20 
イ ン ド
ネシア 株式 BUMI SERPONG DAMAI PT 不動産 2,729,000 8.11 22,140,799 6.60 18,011,400 1.61

21 
シ ン ガ
ポール 株式 

INDOFOOD AGRI RESOURCES 
LTD 食品・飲料・タバコ 124,000 156.31 19,382,969 130.81 16,220,539 1.45

22 
イ ン ド
ネシア 株式 JASA MARGA PT 運輸 669,000 20.46 13,692,706 19.30 12,911,700 1.15

23 
イ ン ド
ネシア 株式 

BAKRIELAND DEVELOPMENT 
TBK PT 不動産 8,525,500 2.35 20,092,791 1.43 12,191,465 1.09

24 
イ ン ド
ネシア 株式 

INTERNATIONAL NICKEL 
INDONESIA TBK PT 素材 309,500 48.26 14,937,964 38.50 11,915,750 1.06

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。 

 

種類別及び業種別投資比率 

国内/外国 種類 業種 投資比率(%)

外国 株式 エネルギー 9.56 

  素材 11.86 

  資本財 5.72 

  運輸 1.15 

  自動車・自動車部品 16.75 

  食品・飲料・タバコ 12.38 

  銀行 29.39 

  不動産 4.54 

  公益事業 6.38 

合計 97.76 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。 
 
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 

種類 国/ 
地域 資産名 買建/

 売建 数量 帳簿価額 
（円） 

評価額 
（円） 

投資
比率
(%)

為 替 予 約

取引 
日本 シンガポールドル買/円売 買建 52,603.55 3,432,907 3,422,912 0.30

為 替 予 約

取引 
日本 インドネシアルピア買/円売 買建 5,569,012,594.00 54,601,940 55,690,125 5.00

（注 1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。 

（注 2） 為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 
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（3）運用実績 

① 純資産の推移 

平成 22 年 5 月末日及び同日前 1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 

期間 
純資産総額 
(分配落)(円） 

純資産総額 
(分配付)(円）

1口当たり 
純資産額 
(分配落)(円) 

1口当たり 
純資産額 
(分配付)(円)

平成22年 4月末日 800,604,422 － 1.0126 － 

5月末日 1,113,684,106 － 0.8801 － 

 

② 分配の推移 

計算期間末日をむかえていないため、該当事項はありません。 

 

③ 収益率の推移 

計算期間末日をむかえていないため、該当事項はありません。 

 

  



  
 

- 33 - 

 

 

 

 

当ファンドは平成22年6月15日現在、決算を行っておりませんので該当事項はありません。 

当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行う予定です。 

当ファンドの経理状況については、有価証券報告書に記載されます。 

委託会社は、有価証券報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる財務諸表の作 

成にあたっては、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）及び投 

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）の定めるところにより、この財務諸表に財務

諸表等の監査証明に関する内閣府令（昭和32年大蔵省令第12号）に定める監査証明を添付することとして

おります。 

 

ファンドの財務ハイライト情報 
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追加型株式投資信託 

 

アムンディ・インドネシア・ファンド 

（愛称：｢ガルーダ｣） 

信託約款 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アムンディ・ジャパン株式会社
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追加型証券投資信託 
アムンディ・インドネシア・ファンド 

 
運 用 の 基 本 方 針 

 
信託約款第17条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 
 
１．基本方針 
この投資信託は、インドネシアの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用
を行います。 

 
２．運用方法 
(1) 投資対象 
インドネシアの株式を主要投資対象とします。 

 
(2) 投資態度 
① インドネシアの株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 
② 独自のリサーチを重視したボトムアップアプローチ（個別銘柄の選択）に基づき、投資テーマ等を考
慮し、運用を行います。 

③ 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。 
④ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいて、アムンディ・シンガポール・リミテッドに運用の指図
に関する権限を委託します。 

⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような
運用ができない場合があります。 

 
(3) 投資制限 
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
② 株式への投資割合には制限を設けません。 
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下
とします。 

④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。 

⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
らかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。 

⑦ 投資信託証券（金融商品取引所に上場している投資信託証券及び既に組入れている株式等の転換により
投資信託証券に該当することとなったものを除きます）ヘの投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以下とします。 

 
３．収益分配方針 
毎決算時（原則として3月15日及び9月15日。休日の場合は翌営業日とします）に、原則として以下の方
針に基づき収益分配を行います。 
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます）等の全
額とします。 

② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合には、分配を行わないこともあります。 

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 
アムンディ・インドネシア・ファンド  

 
信託約款 

 
（信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託） 
第1条 この信託は、証券投資信託であり、アムンディ・ジャパン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。 
③ 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。以下この条において
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。 

④  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、金額及び追加信託金の限度額） 
第2条  委託者は、金300億円を上限として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 300 億円を限度として信託金を追加することができるものとし

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3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項及び第53条第2項

の規定による信託期間終了日までとします。 
 
（受益権の取得申込の勧誘の種類） 
第4条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、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5条 この信託契約締結当初及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6

条の規定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。 
 
（受益権の分割及び再分割） 
第6条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については、300億口を上限として、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7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（以下「社振法」といいます）
の定めるところに従い、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。 

 
（追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法） 
第7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

て得た額とします。 
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び第 28

条に規定する借入有価証券を除きます）を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価または
一部償却原価法により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て得た金額（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て得た金額をいいます。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 30 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8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。 



  

 

- 37 - 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
第9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ることとし、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 6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、社振法の規定に従い、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10条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、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かかる信
託を設定した旨の通知を行います。 

 
（受益権の申込単位、価額及び手数料等） 
第11条 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

う者及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6条第1
項の規定により分割される受益権の取得の申込みをした取得申込者に、指定販売会社が定める単位
をもって取得の申込に応じ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約
款に従って契約（以下「別に定める契約」といいます）を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数
倍をもって取得の申込みに応じることができます。この信託約款において別に定める契約とは、こ
の信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する別に定める契約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。この場合別に定める契約は当該別の名称に読み替
えるものとします。 

② 前項の取得申込者は指定販売会社に、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、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 4
項第 1 号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)の支払を引換に、当該
口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、取得申込日がファンドの休業日（東京証券取引所の休業日、インドネ
シア証券取引所の休業日またはシンガポールの祝休日のいずれかに該当する場合を指します。以下
同じ)にあたる場合は、受益権の取得の申込みを受付けないものとします。 

④ 1．第 1項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料にか
かる消費税ならびに地方消費税(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にかかる受益権の価額は、1口につき 1円に、
手数料及び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

2． 前号の手数料の額は、指定販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額とします。 
⑤ 前項の規定にかかわらず、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 39 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第 2条第 16 項に規定する

金融商品取引所及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、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項
第 5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ）
における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができま
す。 

 
（受益権の譲渡に係る記載または記録） 
第12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かかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 



 

 - 38 -

②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少及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
法の規定に従い、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かか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得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13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、委託者及び受

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14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．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款

第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります） 
ハ．約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます) 
ニ．金銭債権 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 
為替手形  

 
（運用の指図範囲等） 
第15条 委託者（第18条第1項により委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、

第17条、第19条から第28条、第30条、第34条、第35条及び第37条について同じ。）は、信託金を次
に掲げる有価証券（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. 株券または新株引受権証書 
2. 国債証券 
3. 地方債証券 
4. 特別の法律により法人の発行する債券 
5. 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(以下「分離型新株引

受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます) 
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます) 
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で

定めるものをいいます) 
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものを

いいます) 
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法

第 2条第 1項第 8号で定めるものをいいます) 
10. コマーシャル･ぺーパー 
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)及び新

株予約権証券 
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する

もの 
13. 投資信託または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) 
14. 投資証券もしくは投資法人債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) 
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 18 号で定めるものをいいます) 
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります) 
17. 預託証書(金融商品取引法第 2条第 1項第 20 号で定めるものをいいます) 
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります） 
20. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16 号で定めるものをいいます） 
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21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの 

22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 
なお、第 1号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券、第 14 号の証
券のうち投資法人債券及び第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券及び第 14 号の証券（ただし、
投資法人債券を除きます）を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項各号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 
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

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は、委託者は、信託金を、前項第 1号から第 6号までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、取得時において信
託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（金融商品取引所に上場している投資信託証券及び既に
組入れている株式等の転換により投資信託証券に該当することとなったものを除きます）の時価総
額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 

 
（利害関係人等との取引等） 
第16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）及び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。
以下本項、次項及び第31条において同じ）、第31条第1項に定める信託業務の委託先及びその利害関
係人または受託者における他の信託財産との間で、第14条、第15条第1項及び第2項に定める資産へ
の投資等ならびに、第22条から第28条まで、第30条、第34条から第36条まで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、執行役及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項及び同条第 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 14 条、第 15 条第 1項及び第 2項に定める資産への投資等な
らびに第 22 条から第 28 条まで、第 30 条、第 34 条から第 36 条まで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、委託者及び受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3項及び同法第 32 条第 3項
の通知は行いません。 

 
（運用の基本方針） 
第17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。 
 
(運用の権限委託) 
第18条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

商 号：アムンディ・シンガポール・リミテッド 
所在地：シンガポール ロビンソン通り 168番地 キャピタルタワー22階 

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第 42 条の規定に基づいて委託者が受ける報酬から支弁する
ものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に純資産総額が 100 億円
未満の場合は年 10,000 分の 24 以内の率を、純資産総額が 100 億円以上の場合は年 10,000 分の 21
以内の率を乗じて得た額とします。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法令に違反した場合、信託契約に違
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反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する
権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 

 
（投資する株式等の範囲） 
第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に

上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資するこ
とを指図することができるものとします。 

 
（同一銘柄の株式等への投資制限） 
第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額

の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。 
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、取得時

において信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 
 
（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236

条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの時価総額が、取得時におい
て信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

 
（信用取引の指図範囲） 
第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす

ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済
するための指図をするものとします。 

 
（先物取引等の運用指図） 
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所等におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ）、
有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ）
及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下
同じ）ならびに外国の取引所等(外国における店頭市場を含みます)におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ）。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所等におけ
る通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引
及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所等におけ
る金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。 

 
（スワップ取引の運用指図） 
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利

または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
いいます）を行うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 3 条に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
ものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 
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（金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図） 
第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を

行うことの指図をすることができます。 
② 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 3 条に定

める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

⑤ 本条において「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
といいます）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます）までの期
間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と
決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者
間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決
済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

⑥ 本条において、「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間
に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ）
のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替
相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ）を取り決め、その取り決めに係るスワ
ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワッ
プ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあ
らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日
における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合
算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授
受を約する取引をいいます。 

 
（有価証券の貸付けの指図及び範囲） 
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の

範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 
1． 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。 

2． 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

②  前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。 

 
（有価証券の空売りの指図範囲） 
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第28

条の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付け
の決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで
きるものとします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
決済するための指図をするものとします。 

 
（有価証券の借入れの指図と範囲） 
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを指図することができます。

なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証
券の一部を返還するための指図をするものとします。 
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④ 第 1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 
 
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 
第29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。 
 
（外国為替予約取引の指図） 
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが

できます。 
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ

き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外
貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

 
(信託業務の委託等) 
第31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、受託者及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（第18条に定める運用の権限委託先を含みます）のみの指図により信託財産の処分及び
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 

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32条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及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・ぺーパ
ーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者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の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 
（信託財産の登記等及び記載等の留保等） 
第33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。 

 
（有価証券売却等の指図） 
第34条 委託者は、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35条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、

有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
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（資金の借入れ） 
第36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

の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借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てを目的として、資金借入れ（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てに係る借入期間は、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、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償
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から支弁します。 
 
（損益の帰属） 
第37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及び損失は、全て受益者に帰属します。 
 
（受託者による資金の立替え） 
第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、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、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の

配当金及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り入れることができます。 

③ 前 2項の立替金の決済及び利息については、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。 

 
（信託の計算期間） 
第39条 この信託の計算期間は、毎年3月16日から9月15日及び9月16日から翌年3月15日までとすることを原

則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成22年9月15日までとします。 
② 前項にかかわらず、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、

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 3条に定める信託期間の終了の日とします。 

 
（信託財産に関する報告等） 
第40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及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。 

 
（信託事務等の諸費用及び監査報酬） 
第41条 信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息な

らびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用及び当該監査費用にかかる消費税等相当額(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 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)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ことを原則とします。 

 
（信託報酬等の額及び支弁の方法） 
第42条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第39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162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中から支弁し

ます。 
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（収益の分配方式） 
第43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． 信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する
収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ）から、諸経費、信託報酬及び当該信託
報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額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み立てること
ができます。 

2． 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額（以下「売買益」といいます）は、諸経費、信託
報酬及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てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、分配準備積立金として積み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、償還金及び一部解約金の支払） 
第44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（当該収益分配金にかかる計算期間
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、別に定める契約に基
づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により
増加した受益権は、第 9条第 3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 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口数で除した額をいいます。以下同じ)
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か
か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換に、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う
ものとし、社振法の規定に従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、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 6 営業日目から当該受益者に
支払います。 

⑤ 前各項（第 2項を除く）に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払は、指定販売会社の
営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、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。 

 
（収益分配金及び償還金の時効） 
第45条 受益者が、収益分配金について前条第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前条第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。 

 
（収益分配金、償還金及び一部解約金の払込と支払に関する受託者の免責） 
第46条 受託者は、収益分配金については、第44条第1項に規定する支払開始日までに、償還金については

第44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44条第4項に規定する支払日ま
でに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。 

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、償還金及び一部解約金を
払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 
（一部解約） 
第47条 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が定め

る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 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がファンドの休業日にあたる場合においては、
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委託者は一部解約の実行の請求を受付けないものとします。 
③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、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。 
④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、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かかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約
にかか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、当該一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 
⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他や

むを得ない事情があるときは、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及び既に
受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 

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価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日(この計算日が第2項に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計
算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることができる日とします)に一部解約の実行の
請求を受付けたものとして第5項の規定に準じて計算された価額とします。 

 
（質権口記載または記録の受益権の取扱） 
第48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かかる収益分配金の支払、

一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、この信託約款によるほ
か、民法その他の法令等に従って取扱われます。 

 
（信託契約の解約） 
第49条  委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数

が10億口を下回ることとなった場合、または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、もしく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、前項の事項について、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。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者及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 第2項から前項までの規定は、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2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合にも同様とします。 

 
（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第50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、その命令に従い、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の変更をしようとするときは、第54条の規定に

従います。 
 
（委託者の登録取消等に伴う取扱） 
第51条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、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54条第2項の書面決議が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及び承継に伴う取扱） 
第52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。 
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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。 

 
（受託者の辞任及び解任に伴う取扱） 
第53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54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。 
 
（信託約款の変更等） 
第54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及びその内容を
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約款の変更等の内容及びその理由な
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（委託者及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、
当該併合にかか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。 

 
（反対者の買取請求権） 
第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な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
及び買取請求の手続に関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。 

 
（公告） 
第56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） 
第57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。 
 
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 
第58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及び住所 
2．他の受益者が有する受益権の内容 

 
上記条項により信託契約を締結します。 
 

信託契約締結日  平成22年4月28日 

 
 委託者 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 

   
     受託者 株式会社 りそな銀行 
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委 託 会 社 

投資信託委託会社であり、「委託者」、「投信会社」または「運用会社」とも

呼ばれます。受託会社と締結した信託契約に基づき、信託財産の運用指図、

投資信託説明書（目論見書）や運用報告書の作成等を行います。 

運 用 報 告 書 

受益者（お客さま）に、ファンドの運用実績・運用状況等をお知らせする

ための書類です。原則として、計算期間毎に委託会社が作成し、販売会社

を通じて受益者の皆さまにお渡しします。 

基 準 価 額 

ファンドを購入または途中換金する時の基準となる価額で、純資産総額を

受益権総口数（ファンドを保有しているすべての受益者の保有口数）で割

って算出されます。基準価額は、組入れる有価証券の値動き等により日々

変動します。当ファンドでは、1万口当たりの価額で表示されます。 

受 託 会 社 

信託業務を営む金融機関又は信託会社であり、「受託者」とも呼ばれます。

委託会社の指図に基づき、信託財産の保管・管理や基準価額の計算を含む

信託財産の計算等を行います。信託財産は、受託会社自身の財産と分別し

て管理されています。 

純 資 産 総 額 

ファンドに組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の

配当金や公社債等の利息などの収入を加えたものから、未払金などの負債

総額やファンドの運用に必要な費用などを差し引いたもので、ファンドの

信託財産が全体でいくらになっているかを表す金額です。 

信 託 期 間 

ファンドが設定されてから終了するまでの期間をいいます。委託会社は受

託会社と合意の上、所定の手続きを行うことによって信託期間を変更する

ことができます。 

信 託 財 産 留 保 額 

ファンドを途中換金する際に、換金時の基準価額から控除される金額です。

当ファンドでは信託財産留保額を徴収しないため、換金価額は基準価額と

同額になります。 

信 託 報 酬 
ファンドの運用・管理にかかる費用で、ファンド毎に一定の率が決められ、

ファンドの中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 

設定日／信託設定日 
ファンドの運用を開始する日です。ファンドについて、委託会社と受託会

社が信託契約を締結します。 

追 加 型 投 資 信 託 
オープン型投資信託ともいいます。ファンドの設定・運用開始後も買付け・

売却ができる投資信託のことです。 

販 売 会 社 

ファンドの販売を行う会社（銀行や証券会社等の金融機関）をいいます。

販売会社は、募集の取扱のほか、換金（解約）の取扱、収益分配金・償還

金の支払いの取扱等を行います。 
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アムンディ・インドネシア・ファンド 

（愛称: 「ガルーダ」） 

追加型投信／海外／株式 

 

 

 

投資信託説明書(請求目論見書) 

2010 年 7 月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アムンディ・ジャパン株式会社 
 

 

 
本書は金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（投資信託についての一般的な留意事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項） 

 

 

 

 

 
 

1. 本投資信託説明書（請求目論見書）により行う｢アムンディ・インドネシア・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 年法第 25 号)第 5 条の規

定により有価証券届出書を平成 22 年 6 月 15 日に関東財務局長に提出しており、平成 22

年 7月 1日にその届出の効力が生じております。 

 

2．本投資信託説明書（請求目論見書）は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」

の内容を記載したものであり、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交

付される目論見書です。 

 

3. ｢アムンディ・インドネシア・ファンド｣の受益権の価額は、同ファンドに組入れられて

いる有価証券等の値動きや為替の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さまに帰属いたします。 

 

4．当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。 

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い

申し上げます。 
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

・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とはなりません。 

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。 

・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資する

ため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことに

なります。 

・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬及びその他の費用等が

かかります。 

・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

当ファンドは、主に外国株式に投資しますので、当該株式の価格の下落や当該株式の発行体

（企業）の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は

影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動（円高となっ

た場合等）により当ファンドが投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、

損失を被り投資元本を割込むことがあります。 
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第１ ファンドの沿革 
平成 22 年 4 月 28 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始 
 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

１）お申込みの受付場所 
当ファンドの取得申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っ

ております。詳細は後記までお問合せください。 

 

２）申込期間と申込価額 
 申込期間 申込価額 

 平成22年 7月 1日（木）から 
平成23年 6月15日（水）まで※1 

申込受付日の翌営業日の基準価額

取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時までに受付けたもの（当該取得の申込

にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の受付分として取扱います。

この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 

ただし、ファンドの休業日※2にあたる場合は、お申込みできません。 

※1 申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

※2 東京証券取引所の休業日、インドネシア証券取引所の休業日またはシンガポールの祝
休日のいずれかに該当する場合を指します。 

* 発行価額の総額がファンドの効率的な運用を行うに必要な額に満たないと委託会社が判
断した場合、設定を中止することがあります。設定が中止された場合のお申込金の返却

等の取扱いについては、お申込みの販売会社にご確認ください。 

* 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停

止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び既に受

付けた取得申込の受付を取消すことができます。 

* 委託会社は、投資環境の変化や運用資産の適正規模等を勘案し、取得申込の受付を一時

的に中止することがあります。 
 

３）申込単位 
1 円または 1口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 
詳しくは、販売会社にお問合せください。 
 
* 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を

行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数

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と

引換に、当該口座に当該取得申込者にかか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

に従い、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かかる信託を設定した旨の通知を行います。 
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２ 換金（解約）手続等 
１）途中換金※の受付 

※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。 

(a) 原則として、毎営業日換金（解約）のお申込みが可能です。ファンドをご購入いた

だいた販売会社においてお申込みください。 

(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもっ

て行うものとします。 

２）途中換金取扱期間と換金価額 

(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時までに受付けたも

の（当該換金の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の

受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 

(b) 途中換金の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社

は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。 

(c) 換金価額は、途中換金の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 

(d) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 6 営業日目から、

販売会社において受益者に支払われます。 

３）換金単位 

1 口を最低単位として販売会社が定める単位とします。 

詳しくは、販売会社にお問合せください。 

４）換金価額の照会方法 

換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合

せることにより知ることができます。なお、換金価額は 1 万口単位で表示されたもの

が発表されます。 

当ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。 
 

 
 

５）途中換金の実行の請求の受付を中止する特別な場合 

(a) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引

の停止、その他やむを得ない事情があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中

止すること及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。 

(b) 途中換金の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に

行った当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換

金の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止

を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものと

して当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。 

６）受益権の買取 

販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 

買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社に

お問合せください。 

７）買取請求の受付と買取価額 

買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。 

８）買取請求の受付を中止する特別な場合 

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社

は受益権の買取を中止すること及び既に受付けた受益権の買取を取消すことができま

す。 
※買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。 
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* 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

請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかか

る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、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。換金の請求を受益者

がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

 

 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1）資産の評価 

１）基準価額の算定 
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証及び信託約款に規定す

る借入有価証券を除きます）を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は

一部償却原価法により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て得た金額をい

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。 
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。 
２）基準価額の算出頻度と公表 
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合

せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日

本経済新聞に掲載されます。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。 

当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。 

 
 

(2）保管 

該当事項はありません。 

 
(3）信託期間 

信託期間は平成22年4月28日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 １）信託の

終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。 

 
(4）計算期間 

１）この信託の計算期間は、毎年 3 月 16 日から 9 月 15 日及び 9 月 16 日から翌年 3 月 15

日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 22 年 9 月 15 日ま

でとします。 

２）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、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、信託約款に定める信託期間の終了日

とします。 
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(5）その他 

１）信託の終了 

(a) 委託会社は、次の場合、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（以下「繰上償還」といいます）。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出ます。 

ⅰ．信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合 

ⅱ．信託期間中において、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 

ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき 

委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。 

1) 委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、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。 

2）前記1)の書面決議において、受益者（委託会社及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2）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。 

3）前記1)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。 

4）前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。 

1． 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 1）から 3）までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難

な場合 

2． 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

意思表示をした場合 

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

い、信託契約を解約し信託を終了させます。 

(c) 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、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、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、後記「２）信託約款の変更等」の(b)の書面決議が

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。 

(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合に

おいて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解

約し、信託を終了させます。 

２）信託約款の変更等 

(a) 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及びその内容を監督官庁に届け

出ます。なお、信託約款は「２）信託約款の変更等」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。 

(b) 委託会社は、前記(a)の事項（(a)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
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日ならびに重大な約款の変更等の内容及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。 

(c) 前記(b)の書面決議において、受益者（委託会社及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(c)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。 

(d) 前記(b)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。 

(e) 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。 

(f) 前記(b)から前記(e)までの規定は、委託会社が重大な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。 

(g) 前記(a)から前記(f)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、当該併合にかか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。 

３）反対者の買取請求権 

当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、書面決

議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じ

て、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。 

４）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。 

５）運用報告書の作成 

委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にか

かる知られたる受益者に対して交付します。 

６）関係法人との契約の更改等に関する手続 

販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日

から 1 年間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれ

からも、別段の意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延

長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要があ

る時は、契約の一部を変更することができます。投資顧問会社との「投資顧問契約」

にかかる契約の有効期間は、契約締結の日から、前記１）の信託の終了する日までと

します。ただし、期間の途中においても必要があるときは、契約の一部を変更するこ

とができます。 
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２ 受益者の権利等 
受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 収益分配金に対する請求権 

１）受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 

２）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）に毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内

の委託会社の指定する日からお支払いします（原則として決算日（休日の場合は翌営

業日）の翌営業日からお支払いします）。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業

所等において行うものとします。 

３）受益者は、収益分配金を支払開始日から 5年間支払請求しないと権利を失います。 

② 償還金に対する請求権 

１）受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。 

２）償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として償還日の

翌営業日）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かかる受益者を

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。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等におい

て行うものとします。 

３）受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、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 途中換金（買取）請求権 

１） 受益者は、1 口を最低単位として販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求する

こと、または買取を請求することにより換金する権利を有します。 

２）換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として 6 営業日目から受益者にお支

払いします。 

 *買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会

社の本支店営業所等にお問合せください。 

④ 帳簿書類の閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類

の閲覧及び謄写の請求を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、または重大な約款の変更等を行う場合において、書面決議において当

該解約または重大な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 財務諸表 
当ファンドは平成 22 年 6 月 15 日現在、決算を行っておりませんので該当事項はありません。 

当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行う予定です。 

当ファンドの経理状況については、有価証券報告書に記載されます。 

委託会社は、有価証券報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる財務

諸表の作成にあたっては、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）及び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）の定めると

ころにより、この財務諸表に財務諸表等の監査証明に関する内閣府令（昭和 32 年大蔵省令第 12

号）に定める監査証明を添付することとしております。 

 

２ ファンドの現況 
純資産額計算書 

平成 22 年 5 月末日現在 

Ⅰ 資産総額 1,248,448,671円 

Ⅱ 負債総額 134,764,565円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,113,684,106円 

Ⅳ 発行済口数 1,265,460,114口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8801円 

（1万口当たり純資産額） （8,801円） 

 

 

第５ 設定及び解約の実績 
計算期間末日をむかえていないため、該当事項はありません。 
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