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シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 

（本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。） 
 

当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。 

 

 

 

 

 

 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。した

がって、元本保証はありません。 

 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリ

ングオフ）の適用はありません。 
 
 
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 
 

●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業で

あり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。 

・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。 

・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。 

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書を交付します。 
  

●当ファンドに係る手数料等 

以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況 

により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。 

お申込金額に対して、下記の手数料率を乗じて得た額とします。 

１千万円未満：  3.15％（税込） 

１千万円以上１億円未満： 2.10％（税込） 
お申込手数料 

１億円以上： 1.05％（税込） 

その他の費用 
この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。 

詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。 
 

●当ファンドの販売会社の概要 

商号等 
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 16 号 

本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 

加入協会 日本証券業協会 

設立・資本金 設立：平成 12 年 7 月 19 日  資本金：75 億円（平成 20 年 5 月末現在） 

連絡先 

コールセンター  0800－500－0110（通話料無料） 

営業時間：平日 9:00～18:00（年末年始を除く） 

携帯電話、PHS の場合 052－239－2155（有料） 

2008.6  H0253801 



投資信託説明書（目論見書） 2008.10シュローダー・BRICs通貨ファンド 

追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能 

※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書をいい、同法第15条第2項の規定に基づき交付される目論見書
および同法第15条第3項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。 

設定・運用は 
http://www.schroders.co.jp
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※本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書をいい、同法第 15 条第 2項の規定に基づ

き交付される目論見書です。 
 



 
 
 
 
 
 
 

１． この目論見書により行う「シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド」の受益権の募集につい

ては、シュローダー証券投信投資顧問株式会社（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 20 年 4 月 4 日に関東財務局長に提出

しており、平成 20 年 4 月 20 日にその届出の効力が生じております。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 20 年 5 月 16 日、平成 20 年 5 月 19 日、平成

20 年 6 月 10 日、平成 20年 6月 26日、平成 20 年 7 月 1 日、平成 20年 8月 4日、平成 20 年 9

月 1 日、平成 20 年 9 月 30 日および平成 20 年 10 月 24 日に関東財務局長に提出しておりま

す。  
 
２． 「シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組み入れられ

る有価証券等の値動きによる影響（外国証券には為替変動リスクもあります。）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、元本が

保証されているものではありません。 
 
３． 英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行若しくはニューヨー

クの銀行の休業日（後記「海外市場の休業日」参照）の場合には、買付・換金のお申込みの

受付けは行いませんので、ご留意ください。 

買付・換金のお申込みについては、詳しくは「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 

６手続等の概要」をご覧ください。 
   
４． 投資信託説明書（請求目論見書）（金融商品取引法第 13 条に定める詳細情報を記載した目論

見書をいいます。以下、同じ。）は、投資家から請求された場合に交付されます。また、投

資家が投資信託説明書（請求目論見書）の交付を請求した場合には、その旨をご自身で記録

しておくようにしてください。 

 

 

・発行者名              シュローダー証券投信投資顧問株式会社 
・代表者の役職氏名    代表取締役社長 ディディエ・ドゥヴレース 
・本店の所在の場所    東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1号 

・ 募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 
シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 

・募集内国投資信託受益証券の金額       上限 5,000 億円 

・有価証券届出書および有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所    該当なし 
 
 



シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 
 

 
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。 

 
■当ファンドのリスクの概要 
 
●当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として短期日本国債を投資対象と

すると共に、為替予約取引により実質的に外国通貨にも投資しますので、金利変動等
による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の財務状況の悪化等の影響、お
よび為替の変動により、ファンドの基準価額が下落し、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本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、投資元本を割り込むことがあります。 

 
●当ファンドの主なリスクには、 

① 為替変動リスク 
② 信用リスク 
③ 金利変動リスク 
④ カントリーリスク              等 があります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 

 
■当ファンドの諸費用について 
 
当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。 
 
①ご購入時にお客様に直接ご負担いただく費用 
○お申込手数料・・・お買付価額に対して 3.15％（税抜 3.00％）以内の率 
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 
 
②保有期間中にお客様に間接的にご負担いただく費用 
○信託報酬・・・・・・・・・・・ファンドの純資産総額に対して年率 1.029％（税抜 0.980％） 
○信託事務の諸費用・・・ファンドの純資産総額に対して年率 0.0525％（税抜 0.0500％）以
                内 
○その他・・・売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用およびこれら

にかかる消費税等相当額、外貨建資産の保管等に関する費用等。（これら
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、
上限額等を記載することができません。） 

 
③ご換金時にお客様に直接ご負担いただく費用 
○信託財産留保額・・・ありません。 
○換金手数料・・・・・・・ありません。 
 
お客様にご負担いただく費用の総額は、ファンドを保有される期間等に応じて異なり
ますので、記載することができません。 
 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 

 



投資信託説明書（交付目論見書）の概要 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 
 

当概要は、投資信託説明書（交付目論見書）の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。 

詳細は投資信託説明書（交付目論見書）本文をご覧ください。 

 

ファンド名 
シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 

以下「ファンド」ということがあります。 

ファンドの分類 追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能 

主な投資対象 

シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド、シュローダー・ロシア・

ルーブル・マザーファンド、シュローダー・インド・ルピー・マザーファン

ドおよびシュローダー・中国・人民元・マザーファンド受益証券を主要投資

対象とします。 

運用方針 

① 主として、シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド、シュ

ローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド、シュローダー・イン

ド・ルピー・マザーファンドおよびシュローダー・中国・人民元・マ

ザーファンド受益証券に原則として均等に投資し、ＢＲＩＣｓ各国（ブ

ラジル、ロシア、インド、中国）通貨の動きが反映される運用成果を

目指します。 

② 実質的に短期日本国債等への投資を行なうとともに、ＢＲＩＣｓ通貨

を買い持ちする為替予約取引を活用し、当該通貨への投資を行います。

為替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取引）等のデリバテ

ィブ取引を活用します。 

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合

があります。 

主な投資制限 
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 
（参照：「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ２投資方針 （5）投資制限」）

主な価格変動 
リスク 

為替変動リスク、信用リスク、金利変動リスク、カントリーリスク等 
（参照：「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 ３投資リスク」） 

申込期間 
平成 20 年 4 月 28 日から平成 21 年 4 月 24 日まで 

※なお、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って更

新されます。 

信託設定日 平成 20 年 4月 28 日 

信託期間 
約 10 年（平成 30 年 1 月 29 日まで） 

※ただし、受益権の口数が 25 億口を下回ることとなった場合等には、信託期間の

途中で信託を終了させることがあります。 

買付価額 
（発行価格） 

買付申込日の翌営業日の基準価額 

 



投資信託説明書（交付目論見書）の概要 
 

申込単位 
販売会社が定める単位とします。 

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

申込手数料 

買付価額に、販売会社が定める 3.15%（税抜 3.00%）以内の率を乗じて得た

額とします。 

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
※「税抜」の「税」とは消費税および地方消費税を示します。以下同じ。 

申込代金の支払日 原則として、買付申込日から起算して 6営業日目まで 

換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額 

信託財産留保額 ありません 

換金単位 
販売会社が定める単位とします。 

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

換金代金の支払日 原則として、換金申込日から起算して 6営業日目から 

買付・換金 
不可日 

国内の休業日および英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所またはロ

ンドンの銀行若しくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンドンまたはニュ

ーヨークの休業日」といいます。）には、買付・換金の申込みは受付けません。

（参照：「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 6 手続等の概要 海外市場の休

業日」） 

収益分配 
（決算日） 

毎決算時（原則として 1 月、4 月、7 月および 10 月の各 27 日。ただし当該

日が休業日の場合は翌営業日）に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。なお、分配対象額が少額の場合等には分配を行わない場合がありま

す。 

（参照：「第二部 ファンド情報 第 1ファンドの状況 ２投資方針 (4)分配方針」）

信託報酬 純資産総額に年率 1.029％（税抜 0.980％）を乗じて得た額 

委託会社 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

販売会社 
（申込取扱場所） 
（払込取扱場所） 

後記「照会先」にお問い合わせください。 
※払込みは原則として、買付けの申込みを行った販売会社の申込取扱場所で取扱い

ます。 

 

 

 

 

 

 



ファンドの目的・仕組み 

【ファンドの目的及び基本的性格】 

 「シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド」（以下、「ベビーファンド」ということがあります。）

は、主として「シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド」、「シュローダー・ロシア・ル

ーブル・マザーファンド」、「シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド」および「シュロー

ダー・中国・人民元・マザーファンド」（以下、それぞれを「マザーファンド」ということがあり

ます。）受益証券に投資し、信託財産の長期的な成長を目的とした運用を行います。 

 ファンドは、追加型株式投資信託／バランス型であり、社団法人投資信託協会が定める商品の分類

方法において、「約款上の株式組入限度 70％未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、

あるいは公社債中心の運用を行うもの。」に属します。 

【ファンドの仕組み】 

 ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者から

の資金をまとめてベビーファンド（シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド）とし、ベビーファン

ドの資金を「シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド」、「シュローダー・ロシア・ルー

ブル・マザーファンド」、「シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド」および「シュローダ

ー・中国・人民元・マザーファンド」の受益証券に投資して、実質的な運用を各マザーファンドで

行う仕組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

＊為替予約取引とは、為替取引の手法のひとつで、一般によく知られた為替直物(じきもの)取引（通常 2日後に決済、ス

ポットとも言います）とは異なり、将来のある時点（1 ヵ月後、3ヵ月後など)で、予め決めたレートで決済する取引の

ことをいいます。 

【投資態度】 

①主として、シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド、シュローダー・ロシア・ルーブル・

マザーファンド、シュローダー・インド・ルピー・マザーファンドおよびシュローダー・中国・人民

元・マザーファンド受益証券に原則として均等に投資し、ＢＲＩＣｓ各国（ブラジル、ロシア、イン

ド、中国）通貨の動きが反映される運用成果を目指します。 

②実質的に短期日本国債等への投資を行なうとともに、ＢＲＩＣｓ通貨を買い持ちする為替予約取引を

活用し、当該通貨への投資を行います。為替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取引）等

のデリバティブ取引を活用します。 

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

受受

益益

者者

申込金

分配金
償還金

換金代金

シュローダー・BRICs
通貨ファンド

シュローダー・
ブラジル・レアル・

マザーファンド

損益

ベビーファンド マザーファンド

通貨市場（ブラジル・レアル）
短期日本国債 等

シュローダー・
ロシア・ルーブル・

マザーファンド

シュローダー・
インド・ルピー・
マザーファンド

シュローダー・
中国・人民元・
マザーファンド

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

原則として4つのマザー

に均等分散投資

通貨市場（ロシア・ルーブル）
短期日本国債 等

通貨市場（インド・ルピー）
短期日本国債 等

通貨市場（中国・人民元）
短期日本国債 等

為替予約取引*の活用によりBRICs各国
通貨市場への実質的な投資を実現



ファンドの特色 

【ファンドの特色】 

11..  中中長長期期的的にに高高いい経経済済成成長長がが期期待待さされれるるＢＢＲＲＩＩＣＣｓｓ各各国国のの通通貨貨市市場場にに実実質質的的にに投投資資ししまますす。。  
 
• 主として、ＢＲＩＣｓ4カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の通貨であるブラジル・レアル、ロシ

ア・ルーブル、インド・ルピー、中国・人民元 のＢＲＩＣｓ各国の通貨市場に実質的に投資を行います。 
• 為替予約取引（為替先渡取引、ＮＤＦ＊等）を活用し、ＢＲＩＣｓ各国通貨の動きが反映される運用成果

を目指します。 
• ＢＲＩＣｓ各通貨が、円に対して高くなる場合（円安ＢＲＩＣｓ各国通貨高の場合）は、為替益（キャ

ピタル・ゲイン）の獲得が期待されます。 
 
* ＮＤＦ＝直物為替先渡取引（以下、ＮＤＦ取引といいます。） 

 

22..  原原則則ととししてて、、実実質質的的ににＢＢＲＲＩＩＣＣｓｓ44 通通貨貨にに均均等等分分散散投投資資をを行行いいまますす。。  
 
※ 流動性や市況等を勘案して、各通貨への投資配分を均等としない場合があります。 
 

33..  年年 44 回回のの決決算算時時（（原原則則ととししてて、、11 月月、、44 月月、、77 月月おおよよびび 1100 月月のの各各 2277 日日））にに、、基基準準価価額額水水

準準、、市市況況動動向向等等をを勘勘案案ののううええ、、分分配配をを行行ううここととをを目目指指ししまますす。。  
 
• 分配対象額が少額の場合等には分配を行わない場合があります。 
 

運用は、ファミリーファンド方式で行います。 

 

 

<ＢＲＩＣｓ通貨への投資の魅力> 
ＢＲＩＣｓは、広大な国土に、豊富な天然資源や農産物、人口を有し、長期的な経済成長が期待されていま

す。今後中長期的に、ＢＲＩＣｓ通貨への投資には魅力的な要素が多いと考えられます。 
 
1. 先進国に代わり得る経済大国への投資 

2. 高成長、世界経済を牽引する国への投資 

3. 魅力的な水準にあるＢＲＩＣｓ通貨 

4. 新たな通貨分散の可能性 

 
▼上記＜ＢＲＩＣｓ通貨への投資の魅力＞については、シュローダー証券投信投資顧問が作成したものであ

り、信頼できると判断した情報に基づき構成されておりますが、内容の正確性あるいは完全性については、

これを保証するものではありません。また、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当該記載内容は、作成時点のものであり、市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合が

あります。 
 
 
 
 
 
 
 
 



ご投資の手引き（Ｑ＆Ａ） 

 

Ｑ１ お申込みについて 

販売会社の本･支店･営業所等でいつでもお申込みができます。 

お申込みの受付けは、午後３時（年末年始等の半休日の場合は午前１１時）までに受け付けたも

のを当日の申込みとします。受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。 
 

お申込単位は、販売会社の定める単位となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ

い。 

お申込手数料は、販売会社が定める 3.15％（税抜 3.00％）以内の率を乗じて得た額とします。 

お申込手数料の詳細については、販売会社にお問い合わせください。 

 

Ｑ２ 信託期間について 

信託期間は平成 30 年 1 月 29 日までです。なお、お客様の解約により、受益権の口数が 25 億口

を下回った場合、また、受益者にとって有利になると判断される場合等においては、信託期間の

途中で信託を終了させていただくことがあります。 

 
Ｑ３ 収益分配について 

毎決算時（原則として 1 月、4 月、7 月および 10 月の各 27 日。ただし当該日が休業日の場合は

翌営業日）に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。なお、分配対象額が少額の場合

等には分配を行わない場合があります。 

 

Ｑ４ 信託報酬について 

信託期間を通じ、純資産総額に対して年率 1.029％（税抜 0.980％）を乗じて得た額が信託報酬

として毎日計上されます。 

 

Ｑ５ ご換金について 

販売会社の定める単位でご換金いただけます。 

詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

ご換金代金は、原則としてお申込日から起算して 6営業日目からお支払いいたします。 

ご換金のお申込みの受付けは、午後３時（年末年始等の半休日の場合は午前１１時）までに受け

付けたものを当日の申込みとします。受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなり

ます。 

 

Ｑ６ 基準価額について 

基準価額は原則として、委託会社の営業日に日々計算されます。 

受益者は、委託会社および販売会社にファンドの基準価額を問い合わせることができます。また、

基準価額は原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ブリ通貨」として掲載されます。 

※ 基準価額とは、純資産総額（組入有価証券等を時価で評価した資産総額から負債総額を控除し

たもの）をその時の受益権総口数で除した、１万口当たりの価額をいいます。基準価額は、組

入有価証券等の値動きにより、日々変動します。 

 



ご投資の手引き（Ｑ＆Ａ） 

 

Ｑ７ 税金について 

収益分配金については、課税対象となります。一部解約時および償還時の課税については、平成 20 年

12月31日までは、一部解約時および償還時の個別元本超過額（一部解約時および償還時の受領額の

うち、個別元本を超える部分の額）が源泉徴収の対象となります。平成 21 年 1 月 1 日以降は、個人の受

益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、引

き続き一部解約時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象となります。 

 

詳しくは、後述「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」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※上記の税率は、平成 20 年 10 月 24 日の直近日現在で適用されている税率を基にしており、今後、

税法等が改正された場合には変更されることがあります。 

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 

手数料等及び税金 
 
投資家の皆様には、お申込時から換金時または償還時までの間、次のような費用および税金をご負担い
ただくことになります。  

◆お申込時・収益分配時・換金時・償還時にご負担いただく費用・税金  

時 期 項 目 費 用・税 金 

お 申 込 時 申込手数料 販売会社が定める3.15％(税抜3.00％)以内 の率(注1)              

収 益 分 配 時 所得税および地方税 普通分配金に対して（注２）                 合計 10％(注３)

換金時（注 4） 

1. 解約請求 

2. 買取請求 

所得税および地方税 

償 還 時 所得税および地方税 

詳しくは、後記＜課税上の取扱い＞をご覧ください。 

(注 1)自動けいぞく投資コースにかかる収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 
(注 2)お客様の個別元本を基に普通分配金（課税）と特別分配金（非課税）が計算されます。（非課税の特別分配

金は元本の払い戻しに相当しますので、分配後に個別元本が修正されます。） 
(注 3)個人の場合の税率です。また、平成 21 年 1 月 1 日以降の取扱につきましては、後記＜課税上の取扱い＞を

ご覧ください。 
(注 4)ご換金は「解約請求」または「買取請求」のいずれかを選択できます。換金手数料はございません。 
 

◆信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金 

時期 項目 費用・税金 

信 託 報 酬 等 

純資産総額に応じて年率1.029％(税抜0.980％)を乗じて得た額とします。委託会社、

受託会社、販売会社への配分は次の通り 

配分（年率） 

委託会社 販売会社 受託会社 

0.462％ 0.525％ 0.042％ 

(税抜 0.440％) (税抜 0.500％) (税抜 0.040％)  

毎日 

信 託 事 務 

の諸費用 
純資産総額に対して年率 0.0525％(税抜 0.0500％)以内（注 1） 

（注 1）信託事務の諸費用として以下を信託財産中から支弁できます。ファンド監査費用、法律顧問・税務顧問へ
の報酬、目論見書の作成・印刷・交付費用、有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印
刷・提出費用、信託約款の作成・印刷・届出費用、運用報告書の作成・印刷・交付費用、公告に係る費用
ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成・印刷・交付に係る費用、
投信振替制度に係る費用および手数料等。委託会社は、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、随時かかる諸費用の年率を見直し、0.0525％(税抜 0.0500％)を上限としてこれを変更すること
ができます。 

 

※ 上記のほか、売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用およびこれらにかかる消費税等相当額、
外貨建資産の保管等に関する費用等を信託財産でご負担いただきます。（これらの費用については、運用状況等に
より変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。） 

 
お客様にご負担いただく費用の総額は、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、記載す
ることができません。 
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第一部 【証券情報】 

（1）【ファンドの名称】 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド（以下、「ファンド」ということがあります。） 

 

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】 

追加型証券投資信託・振替内国投資信託受益権（以下「振替受益権」といいます。） 

当初元本は 1 口当たり 1 円です。格付けは取得しておりません。 

委託会社は、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】 

5,000 億円を上限とします。 

 

（4）【発行（売出）価格】 

買付申込日の翌営業日の基準価額 

 

※「基準価額」とは、ファンドに属する有価証券等を時価評価して得たファンドの資産総額から

負債総額を控除した金額（純資産総額）をその時の受益権総口数で除した 1 口当たり（便宜

的に 1万口当たりで表示されることがあります。）の純資産価額をいいます。基準価額は、

組入有価証券の値動き等により、日々変動します。 

 

日々の基準価額は、計算日翌日付の日本経済新聞朝刊には「ブリ通貨」として掲載されます。 

なお、販売会社または下記においてもご照会いただけます。 

・シュローダー証券投信投資顧問株式会社 

電話 03-5293-1323（受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時から午後 5時まで／年末年始等

の半休日の場合は午前 11 時まで） 

ホームページ http：//www.schroders.co.jp 

 

（5）【申込手数料】 

発行価額（買付価額）に販売会社が定める 3.15％（税抜 3.00％）以内の率を乗じて得た額とし

ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 

※「税抜」の税とは、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。）を示します。 

 

※自動けいぞく投資コースを選択した投資者が収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計

算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。 
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（6）【申込単位】 

販売会社が定める単位とします。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

※自動けいぞく投資コースにかかる収益分配金を再投資する場合は 1 口単位とします。 

 

（7）【申込期間】  

平成 20 年 4 月 28 日から平成 21 年 4 月 24 日まで 

なお、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って更新されます。 

 

（8）【申込取扱場所】 

申込取扱場所(販売会社)については、後記「照会先」にお問い合わせください。 

 

（9）【払込期日】 

買付申込者は、原則として買付申込日より起算し 6営業日目までに、申込代金を販売会社に支払

います。（販売会社の別に定める方法により当該期日以前に申込代金をお支払いいただく場合が

あります。） 

※買付申込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】 

買付けの申込みを行った販売会社の申込取扱場所 

 

（11）【振替機関に関する事項】 

ファンドの振替受益権にかかる振替機関は以下の通りです。 
株式会社証券保管振替機構 
 

（12）【その他】 

①日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

②振替受益権について 

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）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規則にしたがって支払われます。 

なお、振替受益権は、振替機関等の振替口座簿への記載または記録により定まります。 
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[振替受益権の振替口座簿への増加の記載または記録] 

買付申込者は販売会社に、買付申込と同時にまたは予め当該買付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し出るものとし、当該口座に当該買付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、当該買付申込の代金の支払いと引き換え

に、当該口座に当該買付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かかる

信託を設定した旨の通知を行います。 

 

[振替受益権の振替口座簿への減少の記載または記録] 

換金申込を行う受益者は、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申込み

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き換えに、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。 

なお、受益者が換金の申込みを行うときは、振替受益権をもって行うものとします。 

 
(照会先) 

申込取扱場所(販売会社)につきましては、下記までお問い合わせください。 

シュローダー証券投信投資顧問株式会社 

電話 03-5293-1323 

(受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時から午後 5 時まで/ 

年末年始等の半休日の場合は午前 11 時まで) 
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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】 

「シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド」（以下、「ベビーファンド」ということがあります。）

は、主として「シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド」、「シュローダー・ロシア・

ルーブル・マザーファンド」、「シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド」および「シュ

ローダー・中国・人民元・マザーファンド」（以下、それぞれを「マザーファンド」ということ

があります。）受益証券に投資し、信託財産の長期的な成長を目的とした運用を行います。 

 

ファンドは、追加型株式投資信託／バランス型であり、社団法人投資信託協会が定める商品の分

類方法において、「約款上の株式組入限度 70％未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運

用、あるいは公社債中心の運用を行うもの。」に属します。 

 

ファンドは、2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。また、委託会社は、受

託会社との合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 

 

（2）【ファンドの仕組み】 

①ファンドの仕組み 
ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者か

らの資金をまとめてベビーファンド（シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド）とし、ベビーフ

ァンドの資金を「シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド」、「シュローダー・ロシア・

ルーブル・マザーファンド」、「シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド」および「シュロー

ダー・中国・人民元・マザーファンド」の受益証券に投資して、実質的な運用を各マザーファン

ドで行う仕組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊為替予約取引とは、為替取引の手法のひとつで、一般によく知られた為替直物(じきもの)取引（通常 2日後に決済、

スポットとも言います）とは異なり、将来のある時点（1ヵ月後、3ヵ月後など)で、予め決めたレートで決済する

取引のことをいいます。 

 

受受

益益

者者

申込金

分配金
償還金

換金代金

シュローダー・BRICs
通貨ファンド

シュローダー・
ブラジル・レアル・

マザーファンド

損益

ベビーファンド マザーファンド

通貨市場（ブラジル・レアル）
短期日本国債 等

シュローダー・
ロシア・ルーブル・

マザーファンド

シュローダー・
インド・ルピー・
マザーファンド

シュローダー・
中国・人民元・
マザーファンド

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

原則として4つのマザー

に均等分散投資

通貨市場（ロシア・ルーブル）
短期日本国債 等

通貨市場（インド・ルピー）
短期日本国債 等

通貨市場（中国・人民元）
短期日本国債 等

為替予約取引*の活用によりBRICs各国
通貨市場への実質的な投資を実現
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②ファンドの関係法人  
 名称 運営上の役割 

委託会社 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 信託財産の運用指図等を行います。 

受託会社 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信
託銀行株式会社） 

委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、
信託財産の計算等を行います。 

販売会社 後記「照会先」にお問い合わせください。 

受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約の実
行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに
収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの
取扱い等を行います。 

 
ファンドの関係法人 

 
 

後記「照会先」にお問い合わせください。 
 

受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約の
実行の請求の受付け、収益分配金の再投資なら
びに収益分配金、一部解約金および償還金の支
払いの取扱い等 
 
※一般コースのみを取扱う販売会社は、収益分
配金の再投資の取扱いを行いません。 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
 
委託会社の指図に基づく信託財産の管
理･処分、信託財産の計算等 

 
（再信託受託会社：日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社） 

シュローダー証券投信投資顧問株式会社
 

信託財産の運用の指図等   （注2） 
投 資 信 託 契 約

 

販売会社 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 

ファンド

 
シュローダー・ブラジル・レアル・

マザーファンド 

マ ザ ー フ ァ ン ド

受託会社 委託会社 

（ 注 1 ） 募 集 ・ 販 売 等 に 関 す る 契 約

 
シュローダー・ロシア・ルーブル・

マザーファンド 

 
シュローダー・インド・ルピー・

マザーファンド 

 
シュローダー・中国・人民元・ 

マザーファンド 

マ ザ ー フ ァ ン ド

マ ザ ー フ ァ ン ド

マ ザ ー フ ァ ン ド
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（注 1）募集・販売等に関する契約  

販売会社と委託会社との間で「投資信託受益権の取扱いに関する契約書」（同様の権利義務関係を規定す
る別の名称の契約を含みます。）が締結されます。 
受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取
扱いに関する事項等が定められています。 
 
（注 2）投資信託契約  

受託会社と委託会社の間で「シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド投資信託契約書」が締結されます。 
信託財産の運用方針、運営方法に関する事項、委託会社、受託会社および受益者の権利義務に関する事項、
受益権の募集方法に関する事項等が定められています。 
 
③委託会社の概況 
1．資本の額  490 百万円（平成 20 年 10 月 24 日現在）  

2．沿  革  

昭和 60 年 12 月 10 日  (株）シュローダー・インベストメント・マネージメント設立 

平成 3年 12 月 20 日  シュローダー投信株式会社設立 

平成 9年 4月 1日  シュローダー投信株式会社と（株）シュローダー・インベストメ

ント・マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式

会社設立 

平成 19 年 4 月 3 日  シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更 

 

3．大株主の状況 

（平成 20 年 10 月 24 日現在）

株主名 住所 所有株数 所有比率 

シュローダー・インターナショナル・ファイ

ナンス・ビー・ヴィー（注） 

オランダ アムステルダム ZX1077 7F 

アトリウム 3105 ストラウィンスキー

ラーン 

9,800 株 100％

 

（注）シュローダー・グループの概要 

ロンドン証券取引所上場のシュローダー・ピーエルシー傘下のシュローダー・グループは、1804

年に英国で創業した国際金融グループで、ロンドンに本拠地を置き、グローバルにオフィスを展

開しています。なお、運用総資産額は約 27.5 兆円（2008 年 6 月末現在、1 英ポンド=210.97 円

で換算）にのぼります。 

日本では、1985 年に（株）シュローダー・インベストメント・マネージメントを設立し資産運

用業務を開始しました。また 1991 年にシュローダー投信株式会社を設立、1997 年 4 月には両社

が合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社となりました。また、2007 年 4 月に商号を変更

し、シュローダー証券投信投資顧問株式会社となっております。 

シュローダーと日本との関係は大変深く、明治政府が発行した日本最初の外債「九分利付英貸公

債」（100 万ポンド、明治 3 年発行）の引受主幹事を務め、また 1923 年の関東大震災の後も、

政府が発行した外債の引受を行い、震災地域の復興に深く関わりました。 
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シュローダー・グループの主要拠点 

 
 

 
(照会先) 

申込取扱場所(販売会社)につきましては、下記までお問い合わせください。 

シュローダー証券投信投資顧問株式会社 

電話 03-5293-1323 

(受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時から午後 5 時まで/ 

年末年始等の半休日の場合は午前 11 時まで) 

 

バミューダ 
ケイマン諸島 
メキシコ・シティー 
ニューヨーク 
フィラデルフィア 

アムステルダム

ガンジー島

ジャージー島

コペンハーゲン

フランクフルト

ヴィースバーデン

ジュネーブ

リスボン

ロンドン

ルクセンブルグ

マドリード

ミラノ

パドバ

パリ

ローマ

ストックホルム

ウィーン

チューリッヒ

ジブラルタル

北京

香港

ジャカルタ 
ソウル

上海

シンガポール 
シドニー 
メルボルン 
台北

東京

ブエノスアイレス

サンパウロ 

ドバイ

ムンバイ 

バミューダ 
ケイマン諸島 
メキシコ・シティー 
ニューヨーク 
フィラデルフィア 

アムステルダム

ガンジー島

ジャージー島

コペンハーゲン

フランクフルト

ヴィースバーデン

ジュネーブ

リスボン

ロンドン

ルクセンブルグ

マドリード

ミラノ

パドバ

パリ

ローマ

ストックホルム

ウィーン

チューリッヒ

ジブラルタル

北京

香港

ジャカルタ 
ソウル

上海

シンガポール 
シドニー 
メルボルン 
台北

東京

ブエノスアイレス

サンパウロ 

ドバイ

ムンバイ 

（2008 年 6月末現在） 
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２ 【投資方針】 

（1）【投資方針】 

<投資態度> 

①主として、シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド、シュローダー・ロシア・ル

ーブル・マザーファンド、シュローダー・インド・ルピー・マザーファンドおよびシュロー

ダー・中国・人民元・マザーファンド受益証券に原則として均等に投資し、ＢＲＩＣｓ各

国（ブラジル、ロシア、インド、中国）通貨の動きが反映される運用成果を目指します。 

②実質的に短期日本国債等への投資を行なうとともに、ＢＲＩＣｓ通貨を買い持ちする為

替予約取引を活用し、当該通貨への投資を行います。為替予約取引は為替先渡取引、NDF

（直物為替先渡取引）等のデリバティブ取引を活用します。 

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

 

<ファンドの特色> 

1.中長期的に高い経済成長が期待されるＢＲＩＣｓ各国の通貨市場に実質的に投資します。 

•  主として、ＢＲＩＣｓ4カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の通貨であるブラジル・レ

アル、ロシア・ルーブル、インド・ルピー、中国・人民元 のＢＲＩＣｓ各国の通貨市場に実

質的に投資を行います。 

•  為替予約取引（為替先渡取引、ＮＤＦ＊等）を活用し、ＢＲＩＣｓ各国通貨の動きが反映さ

れる運用成果を目指します。 

•  ＢＲＩＣｓ各通貨が、円に対して高くなる場合（円安ＢＲＩＣｓ各国通貨高の場合）は、為

替益（キャピタル・ゲイン）の獲得が期待されます。 

 
* ＮＤＦ＝直物為替先渡取引（以下、ＮＤＦ取引といいます。） 

 

2.原則として、実質的にＢＲＩＣｓ4 通貨に均等分散投資を行います。 

※  流動性や市況等を勘案して、各通貨への投資配分を均等としない場合があります。 

 
3.年 4 回の決算時（原則として、1 月、4 月、7 月および 10 月の各 27 日）に、基準価額水準、 

市況動向等を勘案のうえ、分配を行うことを目指します。 

•  分配対象額が少額の場合等には分配を行わない場合があります。 

 
 運用は、ファミリーファンド方式で行います。 
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参考： 

<ＢＲＩＣｓ通貨への投資の魅力> 

ＢＲＩＣｓは、広大な国土に、豊富な天然資源や農産物、人口を有し、長期的な経済成長が期待

されています。今後中長期的に、ＢＲＩＣｓ通貨への投資には魅力的な要素が多いと考えられま

す。 

 

1. 先進国に代わり得る経済大国への投資 

 

2. 高成長、世界経済を牽引する国への投資 

 

3. 魅力的な水準にあるＢＲＩＣｓ通貨 

 

4. 新たな通貨分散の可能性 

 
▼上記＜ＢＲＩＣｓ通貨への投資の魅力＞については、シュローダー証券投信投資顧問が作成し

たものであり、信頼できると判断した情報に基づき構成されておりますが、内容の正確性ある

いは完全性については、これを保証するものではありません。また、将来の投資成果を示唆あ

るいは保証するものではありません。当該記載内容は、作成時点のものであり、市場環境やそ

の他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。 
 

<参考：マザーファンドの投資態度> 

「シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド」 
①  主として短期日本国債等への投資を行なうとともに、ブラジル・レアルを買い持ちする為替

予約取引を活用し、実質的にブラジル・レアルへの投資を通して、当該通貨の動きを反映す

る運用成果を目指します。為替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取引）等のデ

リバティブ取引を活用します。 

②  資金動向、市況動向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。 

「シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド」 
①  主として短期日本国債等への投資を行なうとともに、ロシア・ルーブルを買い持ちする為替

予約取引を活用し、実質的にロシア・ルーブルへの投資を通して、当該通貨の動きを反映す

る運用成果を目指します。為替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取引）等のデ

リバティブ取引を活用します。 

②  資金動向、市況動向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。 

「シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド」 
①  主として短期日本国債等への投資を行なうとともに、インド・ルピーを買い持ちする為替予

約取引を活用し、実質的にインド・ルピーへの投資を通して、当該通貨の動きを反映する運

用成果を目指します。為替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取引）等のデリバ

ティブ取引を活用します。 

②  資金動向、市況動向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。 
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「シュローダー・中国・人民元・マザーファンド」 
①  主として短期日本国債等への投資を行なうとともに、中国・人民元を買い持ちする為替予約

取引を活用し、実質的に中国・人民元への投資を通して、当該通貨の動きを反映する運用成

果を目指します。為替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取引）等のデリバティ

ブ取引を活用します。 

②  資金動向、市況動向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。 

 

（2）【投資対象】 

①投資の対象とする資産の種類（信託約款第 16 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、

後記(5)投資制限⑨、⑩、⑪および⑫に定めるものに限ります。 

ハ．金銭債権 

ニ．約束手形 

2.次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

 

②有価証券の指図範囲（運用の指図範囲等／信託約款第 17 条第 1項） 

委託者は、信託金を、主としてシュローダー証券投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ブラジル・レア

ル・マザーファンド」、「シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド」、「シュローダー・

インド・ルピー・マザーファンド」および「シュローダー・中国・人民元・マザーファンド」

の各受益証券ならびに次の有価証券（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.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
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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・ペーパー 

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。）お

よび新株予約権証券 

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から 11.まで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。） 

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 21.の有価証券の性質を有するもの 

なお、1.の証券または証書、12.ならびに 17.の証券または証書のうち 1.の証券および証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、2.から 6.までの証券および 12.ならびに 17.の証券

または証書のうち 2.から 6.の証券の性質を有するもの、および 14.の証券のうち投資法人債

券を以下「公社債」といい、13.の証券および 14.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。 

 

③金融商品の指図範囲（運用の指図範囲等／信託約款第 17 条第 2項） 

委託者は、信託金を、上記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 

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上記 5.の権利の性質を有するもの 
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委託者は、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、上記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 その他の投資対象と指図範囲 

信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡

取引および直物為替先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券

の貸付けの指図、公社債の空売りの指図、公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図お

よび資金の借入を行うことができます。（詳細は後述「(5)投資制限」をご参照ください。） 

 
<参考：マザーファンドの投資対象> 

以下、各マザーファンド共通 

 

①投資の対象とする資産の種類 

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、

＜参考：マザーファンドの約款で定める投資制限＞⑨、⑩、⑪および⑫に定めるもの

に限ります。 

ハ．金銭債権 

ニ．約束手形 

2.次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

 

②有価証券の指図範囲 

委託者は、信託金を、主として次の有価証券（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.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。） 
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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・ペーパー 

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。）お

よび新株予約権証券 

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から 11.まで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。） 

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 21.の有価証券の性質を有するもの 

なお、1.の証券または証書、12.ならびに 17.の証券または証書のうち 1.の証券および証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、2.から 6.までの証券および 12.ならびに 17.の証券

または証書のうち 2.から 6.の証券の性質を有するもの、および 14.の証券のうち投資法人債

券を以下「公社債」といい、13.の証券および 14.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。 

③金融商品の指図範囲 

委託者は、信託金を、上記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 
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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上記 5.の権利の性質を有するもの 

委託者は、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、上記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その他の投資対象と指図範囲 

信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡

取引および直物為替先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券

の貸付けの指図、公社債の空売りの指図、公社債の借入れの指図および外国為替予約取引の指

図を行うことができます。（詳細は後述< 参考：マザーファンドの約款で定める投資制限 >を

ご参照ください。） 
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（3）【運用体制】 

□運用体制 

シュローダー証券投信投資顧問（国内債券運用担当）が、ファンドおよびマザーファンドの

運用を行います。 

運用にあたっては、「投資運用業務に係る業務運営規程」（社内規則）に則り、以下の体制（委

託会社と委託会社のグループ全体での運用体制を示しています。）で臨みます。 

 

 

 
意思決定に携わる各種委員会等の決定事項 

*1 国内投資信託の資産配分方針を決定 

*2 銘柄検討会議にて個別銘柄および銘柄レーティングの議論、モデルポートフォリオ構築会議

にてモデルポートフォリオの構築およびポートフォリオのリスク管理 

*3 国内投資信託の運用指図 

*4 国内投資信託の運用指図 

*5 個別銘柄選択等の投資判断を行い、ポートフォリオを構築 

*6 日本債券投資委員会において、各戦略の決定および国内債券モデルポートフォリオの構築、

国内投資信託の運用指図 

*7 グローバル債券モデルポートフォリオ会議において各地域の戦略を統合し、グローバル債券

モデルポートフォリオを構築 

 

 

株式各運用チーム 
グローバル株式＊5 

英国株式 
米国株式 
欧州株式 
汎欧州小型株式 
日本株式 
エマージング株式 
アジア（除く日本）株式 
オーストラリア株式 
企業リサーチ 

債券各運用チーム 
グローバル債券＊7 

米国債券 
日本債券 
汎欧州債券 
アジア債券 
オーストラリア債券 
グローバルクレジット戦略 
クレジットリサーチ

オルタナティブ各運用チーム 
新興国債券 
ヘッジファンド 
プライベート・エクイティ 

国内株式運用＊2＊3 

外国株式運用＊4 

国内債券運用＊6 

外国債券運用＊4 

[当社] [ｼｭﾛｰﾀﾞｰ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ各拠点（含む日本）] 

東京資産配分委員会＊1 
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□内部管理体制 

運用部門、トレーディング部門、管理部門はそれぞれ完全に独立しており、部門間で十分

に牽制機能が働くような組織構成となっています。これらの牽制機能が十分に機能してい

るかどうかを監理するため、コンプライアンス＆リスク管理部（3名程度）がモニタリング

を実施し業務手続の遵守状況やリスク管理状況を定期的にチェックしています。エラーや

違反が行われた場合には、改善の提言およびその実施状況の確認を行います。 

約定から決済まで一貫して自動処理を行う売買発注システムの運営にあたっては、個々の

スタッフに付与されている権限は厳格に分離されており、当事者以外が他の権限によりシ

ステムにアクセスすることはできないようになっています。 

投資ガイドラインおよび社内ルール遵守状況については、当該売買発注システムのコンプ

ライアンス機能により、自動的にチェックされています。個別の取引に関してはその都度、

残高・保有に関しては日次で自動的にコンプライアンスチェックが行われます。遵守状況

は同部によって日々モニタリングされ、是正が必要と認められた場合には、ファンドマネ

ジャーおよびファンド担当者に必要な措置を講じるよう求めます。 

 
□受託銀行に関する管理の体制 

信託財産管理に関する、基準価額計算、決算処理などの日常業務を通じて、受託銀行の事

務処理能力については、商品対応力、即時対応力、正確性などを含め把握に努めています。

問題が発見された場合には、受託銀行と適宜連絡を行い、改善を求めています。受託銀行

における内部統制については、各受託銀行より外部監査人による内部統制についての報告

書を取得しています。 

 

※なお、運用体制等は、今後、変更となる場合もあります。 
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（4）【分配方針】 

毎決算時（１月、４月、７月および 10 月の各 27 日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日）

に原則として以下の方針に基づき分配を行います。（収益分配は平成 20 年 10 月決算分から行う

予定です。） 

⒈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（注 1）と売買益（注 2）（評価

損益を含みます。）等の全額とします。 

⒉分配金額は、委託会社が上記 1.の範囲で、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。 

⒊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。 

 
（注 1）利子・配当収入とは、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

額をいい、諸経費、信託報酬およ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み立てることができます。 
（注 2）売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額をいい、諸経費、信託報酬および

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。 
  
※ファンドの分配金は、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。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、原則として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。 
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（5）【投資制限】 

 

<約款で定める投資制限> 

①外貨建資産への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限） 

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

  

②デリバティブ取引への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限） 

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 

  

③株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用方

法 (3)投資制限） 

株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、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。 

 

④同一銘柄の株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資（信託約款「運用の基本方針」

2.運用方法 (3)投資制限） 

同一銘柄の株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、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、並びに新株予約権付社債への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用

方法 (3)投資制限） 

同一銘柄の転換社債、並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(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項

第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託

財産の純資産総額の 5%以下とします。 

 

⑥投資信託証券への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限） 

投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資

産総額の 5％以下とします。 

 

⑦投資する株式等の範囲（信託約款第 20 条） 

委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本

方針の範囲内で、金融商品取引所に上場（上場予定も含みます。）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

券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

 

⑧信用取引の指図範囲（信託約款第 22 条） 
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1.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り付けることの

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.上記 1.の信用取引の指図は、次の（イ）から（ニ）までに掲げる有価証券の発行会社の発

行する株券について行うことができるものとし、かつ次の（イ）から（ニ）までに掲げる株

券数の合計数を超えないものとします。 

（イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

（ロ）株式分割により取得する株券 

（ハ）有償増資により取得する株券 

（ニ）信託財産に属する転換社債の転換請求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（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定

めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）に

おける新株予約権の行使により取得可能な株券 

 

⑨先物取引の指図範囲（信託約款第 23 条） 

1.委託者は、わが国の金融商品取引所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。）、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。）およ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。）ならびに外国の金融商品取引所にお

けるこれらの取引と類似の取引、ならびに有価証券先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8

項第 4 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券店頭指数等先渡取引（金融商品取引法第

28 条第 8項第 4号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券店頭オプション取引（金融

商品取引法第 28 条第 8項第 4号ハに掲げるものをいいます。）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て取扱うものとします。（以下同

じ） 

2.委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取

引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引、ならびにわが国の金融商品取

引所および外国の金融商品取引所によらないで行う通貨に係る先物取引およびオプション

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、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引なら

びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびにわが国の金融商品

取引所によらないで行う金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商

品取引所によらないで行う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。 

 

⑩スワップ取引の運用指図（信託約款第 24 条） 

1.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
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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。 

 

⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図（信託約款第 25 条） 

1.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、為替先渡取

引および直物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、為替先渡取引および直物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、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市

場実勢金利等を基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、為替先渡取引および直物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.「金利先渡取引」とは、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

として定めた金額およ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.「為替先渡取引」とは、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およ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
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行な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。 

7.「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、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な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の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。 

 

⑫クレジットデリバティブ取引の運用指図（信託約款第 26 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、クレジットデリバティブ取引

（金融商品取引法第2条第21項第5号イおよび同条第22項第6号イに掲げるものをいいます。

以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。 

 

⑬有価証券の貸付けの指図および範囲（信託約款第 28 条） 

1.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および公社債を次

の（イ）および（ロ）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。 

（イ）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。 

（ロ）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.上記（イ）および（ロ）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、すみや

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。 

 

⑭公社債の空売りの指図および範囲（信託約款第 29 条） 

1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において行う信託財産に

属さない公社債を売り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、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）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. 上記 1.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債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、上記 2.の売付けに係る公社債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、委託者はすみやかに、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。 

 

⑮公社債の借入れの指図および範囲（信託約款第 30 条） 

1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ

ます。なお、当該公社債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。 
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2. 上記 1.の指図は、当該借入れに係る公社債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、上記 2.の借入れに係る公社債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、委託者はすみやかに、その超える額に相当

する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

4. 上記 1.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 

 

⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第 31 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。 

 

⑰外国為替予約取引の指図および範囲（信託約款第 32 条） 

1.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.上記 1.の予約取引の指図は、信託財産に係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とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財

産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド

の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま

す。）との合計額について、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.上記 2.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。 

 

⑱資金の借入（信託約款第 38 条） 

1.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を図るため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約の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、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の

借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができるものとします。 

2.委託者は上記 1.の規定により借入れた借入金をもって有価証券等の運用は行なわないもの

とします。 

3.委託者は上記 1.に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととしま

す。 

4.上記 1.に定める資金借入額は、次の（イ）から（ハ）にあげる範囲内の額とします。 

（イ）信託財産で保有する有価証券等の売却代金、解約代金および償還金等により受取りの

確定している資金の合計額の範囲内。 

（ロ）かつ、信託財産の純資産額の 100 分の 10 を超えない額の範囲内。 

（ハ）再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのために借入れた場合については、収
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益分配金のうち再投資にかかる額の範囲内。 

5.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、解約代金の支払いのために行う信託

財産の売却等により受取りの確定している当該資金の受入日までとします。 

6.収益分配金の再投資にかか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

翌営業日までとします。 

7.借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

< 参考：マザーファンドの約款で定める投資制限 > 

以下、各マザーファンド共通 

 

①外貨建資産への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)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デリバティブ取引への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限） 

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 

  

③株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用方

法 (3)投資制限） 

株式、新株引受権証券およ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。 

 

④同一銘柄の株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資（信託約款「運用の基本方針」

2.運用方法 (3)投資制限） 

同一銘柄の株式、新株引受権証券およ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、並びに新株予約権付社債への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用

方法 (3)投資制限） 

同一銘柄の転換社債、並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(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項

第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)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。 

 

⑥投資信託証券への投資（信託約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限） 

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

 

⑦投資する株式等の範囲（信託約款第 17 条） 

委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本



－24－ 

方針の範囲内で、金融商品取引所に上場（上場予定も含みます。）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

券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

 

⑧信用取引の指図範囲（信託約款第 19 条） 

1.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り付けることの

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.上記 1.の信用取引の指図は、次の（イ）から（ニ）までに掲げる有価証券の発行会社の発

行する株券について行うことができるものとし、かつ次の（イ）から（ニ）までに掲げる株

券数の合計数を超えないものとします。 

（イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

（ロ）株式分割により取得する株券 

（ハ）有償増資により取得する株券 

（ニ）信託財産に属する転換社債の転換請求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（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定

めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）に

おける新株予約権の行使により取得可能な株券 

 

⑨先物取引の指図範囲（信託約款第 20 条） 

1.委託者は、わが国の金融商品取引所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。）、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。）およ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。）ならびに外国の金融商品取引所にお

けるこれらの取引と類似の取引、ならびに有価証券先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8

項第 4 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券店頭指数等先渡取引（金融商品取引法第

28 条第 8項第 4号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券店頭オプション取引（金融

商品取引法第 28 条第 8項第 4号ハに掲げるものをいいます。）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て取扱うものとします。（以下同

じ） 

2.委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取

引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引、ならびにわが国の金融商品取

引所および外国の金融商品取引所によらないで行う通貨に係る先物取引およびオプション

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、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引なら

びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびにわが国の金融商品
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取引所によらないで行う金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商

品取引所によらないで行う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。 

 

⑩スワップ取引の運用指図（信託約款第 21 条） 

1.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。 

 

⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図（信託約款第 22 条） 

1.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、為替先渡取

引および直物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、為替先渡取引および直物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、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市

場実勢金利等を基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、為替先渡取引および直物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.「金利先渡取引」とは、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

として定めた金額およ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.「為替先渡取引」とは、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およ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
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為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）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

行な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。 

7.「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、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な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の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。 

 

⑫クレジットデリバティブ取引の運用指図（信託約款第 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、クレジットデリバティブ取引

（金融商品取引法第2条第21項第5号イおよび同条第22項第6号イに掲げるものをいいます。

以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。 

 

⑬有価証券の貸付けの指図および範囲（信託約款第 25 条） 

1.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および公社債を次

の（イ）および（ロ）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。 

（イ）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。 

（ロ）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.上記（イ）および（ロ）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、すみや

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。 

 

⑭公社債の空売りの指図および範囲（信託約款第 26 条） 

1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において行う信託財産に

属さない公社債を売り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、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）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. 上記 1.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債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、上記 2.の売付けに係る公社債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、委託者はすみやかに、その超える額に相当
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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。 

 

⑮公社債の借入れの指図および範囲（信託約款第 27 条） 

1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ

ます。なお、当該公社債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. 上記 1.の指図は、当該借入れに係る公社債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、上記 2.の借入れに係る公社債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、委託者はすみやかに、その超える額に相当

する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

4. 上記 1.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 

 

⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第 28 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。 

 

⑰外国為替予約取引の指図および範囲（信託約款第 29 条） 

1.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.上記 1.の予約取引の指図は、信託財産に係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.上記 2.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。 

 

<法令上の投資制限>  

①同一法人の発行する株式への投資制限 

 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資

信託につき、投資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

の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産

をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。 

  

②デリバティブ取引の投資制限 

 委託会社は、運用財産に関し、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運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
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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内容とした運用を

行うことをしないものとします。 
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３ 【投資リスク】 

 

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として短期日本国債を投資対象とすると共

に、為替予約取引により実質的に外国通貨にも投資しますので、金利変動等による組入債券の価

格下落や、組入債券の発行体の財務状況の悪化等の影響、および為替の変動により、ファンドの

基準価額が下落し、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本は保証

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、投資元本を割り込むことがあり

ます。 

 

(1) 為替変動リスク 

ファンドは、為替予約取引を活用し実質的に外国通貨に投資するため、為替変動リスクが伴いま

す。ファンドが保有する実質外貨建資産（金融派生商品を含みます。以下同じ）の円換算の価値

は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、

政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。ファンド

が保有する実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いませんので、当該外貨の為替レートが

円高の方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあり

ます。   

 

(2) 信用リスク 

為替予約取引のカウンターパーティーおよび投資を行う債券等の発行体が財政難等に陥った場

合、またこうした状況に陥ると予想される場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、

投資元本を割り込むこともあります。  

 

(3) 金利変動リスク 

一般に債券価格は金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き

の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異なります。）。組入債券の価格が下落した

場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。  

 

(4) カントリーリスク  

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取

引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿っ

た運用が困難となる場合があります。  

なお、ＢＲＩＣｓ4 通貨（ブラジル・レアル、ロシア・ルーブル、インド・ルピー、中国・人民

元）への投資には以下のようなリスクがあります。 

・経済状況および政治的・社会的な変化に伴うリスク 

ＢＲＩＣｓ諸国においては、経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経

済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較し

て、一般に大きくなる傾向があると考えられ、また、政治不安、社会不安、他国との外交

関係の悪化等により、為替レートが大きく変動する可能性があります。 
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・流動性、制度、インフラストラクチャーに係るリスク 

ＢＲＩＣｓ諸国においては、先進諸国の為替市場に比べ、市場規模、取引量が小さく、法

制度（金融市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等）やインフラストラク

チャーが未発達であると考えられ、決済の遅延・不能等が発生する可能性も想定されます。

そのような場合には、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。また、政

治的・経済的な急変時等においては、流動性が極端に減少し、より一層、為替レートの変

動が大きくなることも想定されます。 

 

(5)その他のリスクおよび留意点 

・実質投資通貨比率に関する留意点 

当ファンドでは、実質的なＢＲＩＣｓ4通貨の投資比率については、原則として均等に配分す

る投資方針の下で調整を行います。したがって、各国の金利水準、市場の動向、ファンダメン

タルズ、流動性等の見通しに基づいて、機動的に各通貨の配分比率の決定・変更を行うもので

はございません。 

・買付・換金に関する制限 

1.信託期間中の英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行若し

くはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といい

ます。詳細は後記「6 手続等の概要 海外市場の休業日」をご参照ください。）には、買付・

換金の申込みを受け付けません。 

2. 信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として 1日 1 件あたり 10 億円を超える換金の

申込みは行えません。また、1日 1 件 5億円を超える換金の申込みは、正午（年末年始等の

半休日の場合は午前 9時 30 分）までとします。 

 

・ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点 

一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことが

あります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因とな

ります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行う

ことによってファンドの換金代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担するこ

とになります。 

・短期金融商品の信用リスク 

ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・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、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落

する要因となります。 

・収益分配金に関する留意点 

ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益等の中から委託会社が基準価

額水準、市況動向等を勘案して収益の分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が

支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。なお、分配対象額が少額の場合

等には分配を行わない場合があります。 
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・信託の途中終了 

信託契約の一部解約により、受益権の口数が 25 億口を下回ることとなった場合、または取引

市場の混乱などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合に

は、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。 

・買付・換金の中止 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象

国における非常事態（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、

自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の

極端な減少等）が生じた場合には、受益権の取得、一部解約の実行の請求の各申込みの受付け

を中止すること、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。 

・投資の基本方針に沿った運用ができない場合 

ファンドおよびマザーファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が

生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合

を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、投資の基本方針にしたがった運用が

できない場合があります。 

・運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代 

ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合もあります。 

また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行う（原則として信託期間は約

10 年）ために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。

この場合においてもファンドの運用方針が変更されるものではありませんが、ファンドマネジ

ャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。 

（6）リスク管理 

・ファンドの運用リスク管理 

ファンドの運用リスク管理については、ＢＲＩＣｓ４通貨の為替のエクスポージャーを管理す

ることが最大のリスク管理と考えております。それに関しては、各マザーファンド内において

通貨の買い持ち水準をモニターし、また全体として、ＢＲＩＣｓ４通貨への投資比率について、

運用方針に沿った運用が適正に行われているかをモニターし、大きな乖離が認められれば適宜

調整を行います。  

 

・内部牽制体制の整備状況 

当社では運用部門と管理部門を分離する一方、運用部とトレーディング部との分離もはかって

います。これにより、運用部は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で最適な投資判断

を行い、トレーディング部は最良発注を目指すことで信託財産相互間の公平性を確保していま

す。 

また、各部門が適正に機能しているかどうかを監理するため、リスク・マネジャーが各部門の

業務手続きを見直し、エラーや違反が行われた場合には改善の提言および改善の実施状況のチ
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ェックを行います。  

さらに、コンプライアンス＆リスク管理部のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を

定期的にチェックします。コンプライアンス＆リスク管理部ではまた、各部門に対し定期的に

コンプライアンス・セッション（原則として四半期に１回以上）を行い、関連法規制の重要事

項および社内手続き等の周知徹底を行います。 

 

・内部検査体制 

コンプライアンス ＆リスク管理部（モニタリング・チーム）は、リスク査定の結果をベース

とした年間モニタリング計画に基づいて、運用部、トレーディング部、管理部門や営業部門も

含め、各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかど

うかについて各種内部資料をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、

必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策

の実施状況を確認します。 

 

・外部監査について 

外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グルー

プの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)※準拠の

検証、投資一任契約に係る資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人

により定期的に実施されています。加えて、シュローダー･グループの内部監査部門が定期的

に弊社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。 

 

※グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が

所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対し

て提示するための基準)をいいます。 
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※上記の税率は、平成 20 年 10 月 24 日の直近日現在で適用されている税率を基にしており、

今後、税法等が改正された場合には変更されることがあります。 

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

４ 【手数料等及び税金】 

投資家の皆様には、お申込時から換金時または償還時までの間、次のような費用および税金をご

負担いただくことになります。  
◆お申込時・収益分配時・換金時・償還時にご負担いただく費用・税金  

時 期 項 目 費 用・税 金 

お 申 込 時 申込手数料 販売会社が定める3.15％(税抜3.00％)以内 の率(注1)              

収 益 分 配 時 所得税および地方税 普通分配金に対して（注２）                 合計 10％(注３)

換金時（注 4） 

1. 解約請求 

2. 買取請求 

所得税および地方税 

償 還 時 所得税および地方税 

詳しくは、後記＜課税上の取扱い＞をご覧ください。 

(注 1)自動けいぞく投資コースにかかる収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 
(注 2)お客様の個別元本を基に普通分配金（課税）と特別分配金（非課税）が計算されます。（非課税の特

別分配金は元本の払い戻しに相当しますので、分配後に個別元本が修正されます。） 
(注 3)個人の場合の税率です。また、平成 21 年 1月 1日以降の取扱につきましては、後記＜課税上の取扱

い＞をご覧ください。 
(注 4)ご換金は「解約請求」または「買取請求」のいずれかを選択できます。換金手数料はございません。 

 

◆信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金 

時期 項目 費用・税金 

信 託 報 酬 等 

純資産総額に応じて年率 1.029％(税抜 0.980％)を乗じて得た額とします。委

託会社、受託会社、販売会社への配分は次の通り 

配分（年率） 

委託会社 販売会社 受託会社 

0.462％ 0.525％ 0.042％ 

(税抜 0.440％) (税抜 0.500％) (税抜 0.040％)  

毎日 

信 託 事 務 

の諸費用 
純資産総額に対して年率 0.0525％(税抜 0.0500％)以内（注 1） 

（注 1）信託事務の諸費用として以下を信託財産中から支弁できます。ファンド監査費用、法律顧問・税
務顧問への報酬、目論見書の作成・印刷・交付費用、有価証券届出書・有価証券報告書等法定提
出書類の作成・印刷・提出費用、信託約款の作成・印刷・届出費用、運用報告書の作成・印刷・
交付費用、公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した
書面の作成・印刷・交付に係る費用、投信振替制度に係る費用および手数料等。委託会社は、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、随時かかる諸費用の年率を見直し、
0.0525％(税抜 0.0500％)を上限としてこれを変更することができます。 

 

※  上記のほか、売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用およびこれらにかかる消費税
等相当額、外貨建資産の保管等に関する費用等を信託財産でご負担いただきます。（これらの費用につ
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、上限額等を記載することができません。） 

 
お客様にご負担いただく費用の総額は、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、
記載することができません。 
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（1）【申込手数料】 

販売会社が定める 3.15％(税抜 3.00％)以内の率を乗じて得た額とします。 

なお、申込代金は、買付価額に申込手数料（消費税等含む）を加算した金額です。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

※自動けいぞく投資コースにかかる収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。  

 
（2）【換金手数料】 

該当事項はありません。 

 
（3）【信託報酬等】 

信託報酬 
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 10,000 分の 102.9（税

抜 98）の率を乗じて得た金額とします。なお、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、また信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のとき

に、信託財産中から支弁します。 
  
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。（表中の数値は年率表

示、括弧内は税抜表示） 
合計 委託会社 販売会社 受託会社 

1.029％ 

（0.980％） 

0.462％ 

（0.440％） 

0.525％ 

（0.500％） 

0.042％ 

（0.040％） 

 
（4）【その他の手数料等】 

ファンドから支払われる費用には次のものがあります。 
1.株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消

費税等相当額 
2.外貨建資産の保管等費用 
3.借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息 
4.その他信託事務の処理等に要する諸費用として以下を信託財産中から支弁できます。 
①ファンド監査費用 
②法律顧問・税務顧問への報酬 
③目論見書の作成・印刷・交付費用 
④有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用 
⑤信託約款の作成・印刷・届出費用 
⑥運用報告書の作成・印刷・交付費用 
⑦公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面

の作成・印刷・交付に係る費用 
⑧投信振替制度に係る費用および手数料等 
委託会社は、上記 4.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もっ

た結果、信託財産の純資産総額の年率 0.0525%（税抜 0.0500%）相当額を上限として、係る
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諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。た

だし、委託会社は、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、係る諸費用の

年率を見直し、0.0525%（税抜 0.0500%）を上限としてこれを変更することができます。上記

4.の諸費用は、ファンドの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上されま

す。係る諸費用は、毎計算期末および信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支弁

されます。 
 
（5）【課税上の取扱い】 

 平成 20 年 12 月 31 日までの課税 

① 個人の受益者に対する課税 

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（一部解約時および償還時の受領額のうち、個別元本を超える部分の額をいう。以下

同じ。）については、10％（所得税７％および地方税３％）の税率による源泉徴収が行われ、

申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます

（一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、株式等にかかる売買益との

通算が可能となります）。 

買取請求時の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から当該買取りを行う販売

会社に係る源泉徴収税額に相当する金額※1 を差し引いた金額となります。買取差益(買取価

額と取得価額との差額)は、譲渡所得として 10％(所得税 7％および地方税 3％)の申告分離

課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。 

※1買取りを行う販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額は、免除される場合がありま

す。 

② 法人の受益者に対する課税 

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％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます（地方税の特別徴収はあ

りません。）。 

買取請求時の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から当該買取りを行う販売

会社に係る源泉徴収税額に相当する金額※2を差し引いた金額となります。 

※2買取りを行う販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額は、免除される場合がありま

す。 

 

 平成 21 年 1 月 1 日以降の課税 

① 個人の受益者に対する課税 

ⅰ．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、平成 22 年 12 月 31 日までは 10％

（所得税７％および地方税３％）、平成 23 年１月１日以降は 20％（所得税 15％および地方

税 5％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。また、確定申告を

行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。 

ただし、平成 21 年および平成 22 年において、上場株式等の配当を含めた合計額が年間 100

万円（年間 1 銘柄あたり 1万円以下のものは除きます。）を超える場合には確定申告が必要
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となります。この場合、総合課税または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税

を選択した場合の税率は、100 万円以下の部分については 10％（所得税７％および地方税

３％）、100 万円を超える部分については 20％（所得税 15％および地方税５％）となりま

す。 

ⅱ．換金時（一部解約・買取り）および償還時 

換金時(一部解約・買取り)および償還時の取得価額超過額（取得価額と個別元本額が一致す

る場合には個別元本超過額）は譲渡益として取り扱われ、これについては、申告分離課税が

適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。平成 21 年およ

び平成 22 年において、税率は、上場株式等の譲渡益を含めた合計額が年間 500 万円以下の

部分については 10％（所得税７％および地方税３％）、500 万円を超える部分については

20％（所得税 15％および地方税５％）となります。平成 23 年以降は、金額に関らず 20％（所

得税 15％および地方税５％）となります。 

換金時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の配当所得（申告分離

課税が行なわれるものに限ります。）および株式等の譲渡益等との通算が可能となります。 

② 法人の受益者に対する課税 

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、平成 21 年 3 月 31 日までは７％（所得税のみ）、平成 21 年 4 月 1 日以

降は 15％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。 

買取請求時の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から当該買取りを行う販売

会社に係る源泉徴収税額に相当する金額※3を差し引いた金額となります。 

※3買取りを行う販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額は、免除される場合がありま

す。 

なお、当ファンドは、受取配当に係る益金不算入制度の適用はありません。 
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※ 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、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。ただし、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各販売会社毎
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支店等で同一フ
ァンドを取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」
の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
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。 

 
・ 一部解約時および償還時の課税について 

平成 20 年 12 月 31 日までは、一部解約時および償還時の個別元本超過額（一部解約時お
よび償還時の受領額のうち、個別元本を超える部分の額）が源泉徴収の対象となります。
平成 21 年１月１日以降は、個人の受益者については、一部解約時および償還時の取得価
額超過額が譲渡益として課税対象となり、法人の受益者については、引き続き一部解約
時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象となります。 
 

・ 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。 

 

 

※上記の税率は、平成 20 年 10 月 24 日の直近日現在で適用されている税率を基にしており、

今後、税法等が改正された場合には変更されることがあります。 

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】 

 

（1）【投資状況】 

                 (平成20年8月29日現在) 

資産の種類 国 名 時価（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日 本 2,335,936,021 100.1 

コール・ローン、金銭信託、その他（負債控除後）  △ 3,258,392 △ 0.1

合計（純資産総額）  2,332,677,629 100.0 

(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時価の比率をいいます。 

(注 2)投資比率は、小数点以下第 2 位を四捨五入しております。 

  

（2）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

                  （平成 20 年 8 月 29 日現在） 

簿価(円) 評価(円) 

銘柄名 種類 国名 数量(口) 
単価 金額 単価 金額 

投資

比率

(％)

シュローダー・ 

インド･ルピー・ 

マザーファンド 

親投資信託

受益証券 
日本 599,884,298 1.0106 606,223,760 0.9903 594,065,420 25.5

シュローダー・ 

ブラジル・レアル・ 

マザーファンド 

親投資信託

受益証券 
日本 542,090,539 1.1023 597,527,857 1.0868 589,143,997 25.3

シュローダー・ 

中国・人民元・ 

マザーファンド 

親投資信託

受益証券 
日本 564,662,718 1.0398 587,140,733 1.0432 589,056,147 25.3

シュローダー・ 

ロシア･ルーブル・ 

マザーファンド 

親投資信託

受益証券 
日本 560,475,746 1.0449 585,661,184 1.0057 563,670,457 24.2

 

種  類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 100.1  

 

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20年8月29日および同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推

移は次のとおりです。 
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純資産総額（円） 基準価額（円） 
年月日 

分配落 分配付 分配落 分配付

平成 20 年 4 月 28 日（設定日） 2,037,696,283 － 10,000 －

第 1特定期間   

平成 20 年 7 月 28 日（第 1期） 2,341,153,387 2,341,153,387 10,469 10,469

平成 20 年 4 月末 2,013,734,482 － 9,882 －

平成 20 年 5 月末 2,119,680,921 － 10,034 －

平成 20 年 6 月末 2,220,919,101 － 10,182 －

平成 20 年 7 月末 2,338,699,836 － 10,428 －

平成 20 年 8 月 29 日 2,332,677,629 － 10,279 －

 

②【分配の推移】 

年月日 １万口当たりの分配金 

平成 20 年 7 月 28 日（第 1期） 0 円 

  

③【収益率の推移】 

計算期間 収益率（分配金込み） 

第 1期   4.7％ 

(注）収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から前計算期末の基準価額（分配落ちの額）

を控除した額を当該前期末基準価額で除して得た値に100を乗じて得た値。 
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（参考）シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド 
 

(1)投資状況                         （平成 20 年 8 月 29 日現在） 

資産の種類 国又は地域 時価（円） 投資比率（％） 

公社債 日本 478,047,322 81.1 

コール・ローン、金銭信託、そ

の他（負債控除後） 
－ 111,119,689 18.9

合計（純資産総額） － 589,167,011 100.0 

（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時価の比率をいいます。 

（注 2）投資比率は、小数点以下第 2位を四捨五入しております。 

 

(2)投資資産 

1.投資有価証券の主要銘柄                  (平成 20 年 8月 29 日現在) 

簿価（円） 評価（円） 
 銘柄名（クーポン、償還日） 種類 国名 

数量 
(円) 単価 金額 単価 金額 

投資
比率
(%)

1 
第 35 回 利付国債 5 年 

0.6% 2009/3/20 
国債証券 日本 478,000,000 99.98 477,907,746 100.01 478,047,322 81.1 

 

国内・外国／種類 分類 投資比率（％）

国内公社債 国債証券 81.1 

合 計 － 81.1 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各分類の評価額比率です。 

  

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              (平成 20 年 8 月 29 日現在) 

資産の種類 売建/買建 通貨 数量 簿価金額(円） 評価金額(円） 投資比率(%)

直物為替先渡取引 買建 
ブラジル・

レアル 
510,516,000 523,278,900 514,587,600      87.3 

※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率です。 

※評価額は、原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。 
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（参考）シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド 
 

(1)投資状況                         （平成 20 年 8 月 29 日現在） 

資産の種類 国又は地域 時価（円） 投資比率（％） 

公社債 日本 478,047,322 84.8 

コール・ローン、金銭信託、そ

の他（負債控除後） 
－ 85,637,642 15.2

合計（純資産総額） － 563,684,964 100.0 

（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時価の比率をいいます。 

（注 2）投資比率は、小数点以下第 2位を四捨五入しております。 

 

(2)投資資産 

1.投資有価証券の主要銘柄                  (平成 20 年 8月 29 日現在) 

簿価（円） 評価（円） 
 銘柄名（クーポン、償還日） 種類 国名 

数量 
(円) 単価 金額 単価 金額 

投資
比率
(%)

1 
第 35 回 利付国債 5 年 

0.6% 2009/3/20 
国債証券 日本 478,000,000 99.98 477,907,746 100.01 478,047,322 84.8 

 

 

国内・外国／種類 分類 投資比率（％）

国内公社債 国債証券 84.8

合 計 － 84.8 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各分類の評価額比率です。 

  

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              (平成 20 年 8 月 29 日現在) 

資産の種類 売建/買建 通貨 数量 簿価金額(円） 評価金額(円） 投資比率(%)

直物為替先渡取引 買建 
ロシア・ 

ルーブル 
508,565,750 512,473,500 490,143,500 87.0

※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率です。 

※評価額は、原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。 
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（参考）シュローダー・インド･ルピー・マザーファンド 
 

(1)投資状況                         （平成 20 年 8 月 29 日現在） 

資産の種類 国又は地域 時価（円） 投資比率（％） 

公社債 日本 478,047,322 80.5 

コール・ローン、金銭信託、そ

の他（負債控除後） 
－ 116,044,430 19.5

合計（純資産総額） － 594,091,752 100.0 

（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時価の比率をいいます。 

（注 2）投資比率は、小数点以下第 2位を四捨五入しております。 

 

(2)投資資産 

1.投資有価証券の主要銘柄                  (平成 20 年 8月 29 日現在) 

簿価（円） 評価（円） 
 銘柄名（クーポン、償還日） 種類 国名 

数量 
(円) 単価 金額 単価 金額 

投資
比率
(%)

1 
第 35 回 利付国債 5 年 

0.6% 2009/3/20 
国債証券 日本 478,000,000 99.98 477,907,746 100.01 478,047,322 80.5 

 

 

国内・外国／種類 分類 投資比率（％）

国内公社債 国債証券 80.5

合 計 － 80.5

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各分類の評価額比率です。 

  

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              (平成 20 年 8 月 29 日現在) 

資産の種類 売建/買建 通貨 数量 簿価金額(円） 評価金額(円） 投資比率(%)

直物為替先渡取引 買建 
インド・ 

ルピー 
508,388,244 529,074,000 516,625,200 87.0

※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率です。 

※評価額は、原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。 
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（参考）シュローダー・中国・人民元・マザーファンド 
 

(1)投資状況                         （平成 20 年 8 月 29 日現在） 

資産の種類 国又は地域 時価（円） 投資比率（％） 

公社債 日本 478,047,322 81.2 

コール・ローン、金銭信託、そ

の他（負債控除後） 
－ 110,989,766 18.8

合計（純資産総額） － 589,037,088 100.0 

（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時価の比率をいいます。 

（注 2）投資比率は、小数点以下第 2位を四捨五入しております。 

 

(2)投資資産 

1.投資有価証券の主要銘柄                  (平成 20 年 8月 29 日現在) 

簿価（円） 評価（円） 
 銘柄名（クーポン、償還日） 種類 国名 

数量 
(円) 単価 金額 単価 金額 

投資
比率
(%)

1 
第 35 回 利付国債 5 年 

0.6% 2009/3/20 
国債証券 日本 478,000,000 99.98 477,907,746 100.01 478,047,322 81.2 

 

 

国内・外国／種類 分類 投資比率（％）

国内公社債 国債証券 81.2 

合 計 － 81.2 

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各分類の評価額比率です。 

  

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              (平成 20 年 8 月 29 日現在) 

資産の種類 売建/買建 通貨 数量 簿価金額(円） 評価金額(円） 投資比率(%)

直物為替先渡取引 買建 中国・人民元 508,899,840 511,987,200 513,595,200 87.2

※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率です。 

※評価額は、原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。 
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６【手続等の概要】 

 

①申込（販売）手続等 

＜買付申込みの受付け＞ 

申込期間中における各営業日に受益権の募集が行われます。 

・受付時間 

原則として午後 3 時（年末年始等の半休日の場合は午前 11 時）まで（販売会社所定の事務手続

きが完了したものに限ります。） 

 

・買付不可日 

買付の申込日がロンドンまたはニューヨークの休業日（後記「海外市場の休業日」参照）に該当

する場合には、当該買付の申込みを受付けません。 

 

・買付申込受付けの中止、取消 

金融商品取引所における取引の停止、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、

買付申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた買付申込の受付けを取り消すことがあ

ります。 

 

・コースの選択 

申込みには、分配時に分配金を受取る「一般コース」と、分配金が原則として税引き後無手数料

で自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」の 2 つのコースがあります。詳しくは、販

売会社にお問い合わせください。 

「自動けいぞく投資コース」によりお申込みされる場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投

資約款」にしたがい「自動けいぞく投資契約」（同様の権利義務関係を規定する別の名称の契約

を含みます。）を締結します。 

 

＜買付価額と申込金額＞ 

・買付価額：買付申込日の翌営業日の基準価額 

※自動けいぞく投資コースにかかる収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計算期間終

了日の基準価額とします。 

※申込金額は、買付価額に買付申込口数を乗じて得た額に、申込手数料（消費税等含む）を加

算した金額となります。 
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＜申込単位＞ 

販売会社が定める単位とします。 

※自動けいぞく投資コースにかかる収益分配金を再投資する場合は 1 口単位とします。 

詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
 

②換金（解約）手続等  

＜一部解約（解約請求）＞ 

・受付時間 

原則として午後 3 時（年末年始等の半休日の場合は午前 11 時）まで（販売会社所定の事務手続

きが完了したものに限ります。） 

 

・換金不可日 

一部解約の申込日がロンドンまたはニューヨークの休業日（後記「海外市場の休業日」参照）に

該当する場合には、当該一部解約の申込みを受付けません。 

 

・換金申込受付けの中止、取消 

金融商品取引所における取引の停止、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、

一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の申込みの受付

けを取り消すことがあります。 

※一部解約の申込みの受付け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

日の一部解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の申込みを撤回しな

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申込みを受け付けたものとして計算された価額とします。 

 

・大口取引の制限 

信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として 1日 1 件あたり 10 億円を超える一部解約の

申込みは行えません。また、1日 1 件 5億円を超える一部解約の申込みは、正午（年末年始等の

半休日の場合は午前 9時 30 分）までとします。 

 

 ＜解約価額と解約代金＞ 

解約価額：一部解約の申込日の翌営業日の基準価額 

解約代金：（解約価額）－（個別元本（注1）超過額に対する所得税および地方税）（注2） 

解約代金の受渡日：原則として、一部解約の申込日から起算して 6営業日目から 

（注 1）「個別元本」とは、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

数料に係る消費税等相当額は含まれません。）をいいます。 

（注 2）平成 20 年 12 月 31 日までの税制に基づき記載しております。詳しくは、前述「4.手数

料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。 
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＜換金の申込単位＞ 

販売会社が定める単位とします。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 

[海外市場の休業日] 

英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行若しくはニューヨー

クの銀行の休業日（＝「ロンドンまたはニューヨークの休業日」）には、買付・換金の申込み

の受付けを行いません。 

ファンドの買付・換金の受付けが中止となる「ロンドンまたはニューヨークの休業日」は次の

とおりです。（2008 年 10 月から 2009 年 4 月までを掲載） 

 

ロンドン ニューヨーク 

2008 年 英国証券取引所、 

ロンドンの銀行の休業日 

ニューヨーク証券取引所、 

ニューヨークの銀行の休業日 

10 月 － －

11 月 － 11 月 11 日（火）、11 月 27 日（木）

12 月 12 月 25 日（木）、12 月 26 日（金） 12 月 25 日（木）

2009 年 
  

1 月 － 1月 19 日（月）

2月 － 2月 16 日（月）

3月 － －

4月 4 月 10 日（金）、4月 13 日（月） 4月 10 日（金）

 

※上記は、2008年10月24日の直近日現在で委託会社が認識できる休業日です。なお、休業日は変更され

ることがありますので、事前に販売会社にご確認ください。 
※上記表以降の休業日につきましては、販売会社または委託会社（電話：03-5293-1323）にお問い合わ

せいただくことによりご確認いただけます。 
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７【管理及び運営の概要】 

 

①資産の評価  

１．基準価額の算出方法 

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および借入有価証券を除く。）

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（注）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を、計算日における受益権総口数で除した 1口当たり（便

宜的に 1万口当たりで表示されることがあります。）の金額をいいます。なお、外貨建資産

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。また、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

買相場の仲値によって計算します。 
  

（注）ファンドの主な組入資産の評価方法 

資産の種類 評価方法 

公社債等 原則として以下のいずれかから入手した価額で評価 
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） 
・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気

配相場は使用しない。）  
・価格情報会社の提供する価額 

※ 上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。  

 

２． 基準価額の算出頻度  

基準価額は原則として、委託会社の営業日に日々計算されます。 
 

３． 基準価額の公表 

基準価額は原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ブリ通貨」として掲載され

ます。 

なお、販売会社または下記においてもご照会いただけます。 

 ・シュローダー証券投信投資顧問株式会社 

電話 03－5293－1323（受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9 時から午後 5 時まで/年末

年始等の半休日の場合は午前 11 時まで） 

ホームページ  http：//www.schroders.co.jp 

 

②保管 

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等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、受

益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。 
  
③信託期間 

ファンドの信託期間は、平成 20 年 4月 28 日（当初信託設定日）より平成 30 年 1月 29 日までと

します。 
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④計算期間 

ファンドの計算期間は、毎年１月 28 日から 4月 27 日、4月 28 日から 7月 27 日、7月 28 日から 10

月 27 日および 10 月 28 日から翌年１月 27 日までとします。ただし、第 1計算期間については平成

20 年 4 月 28 日から平成 20 年 7 月 28 日までとします。 

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日のとき、各計算

期間終了日は当該日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

  

⑤運用報告書  

委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に運用報告書を作成し、

当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。 

  

⑥受益者の権利等 

受益者の有する主な権利には、「収益分配金」、「償還金」および「換金」に対する請求権ならび

に「買取請求権」、「帳簿閲覧権」等があります。 

  

⑦その他 

1．ファンドの償還条項と信託の終了  

（イ）委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの受益権の口数が、25 億

口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、信託を終了させることができ

ます。 

（ロ）委託会社は、信託終了前に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、信託を終了

させることができます。 

（ハ）上記（イ）または（ロ）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。また、この場合、委託会社は、上記（イ）または（ロ）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。 

（ニ）上記（ハ）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。以下本項

（ニ）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。 

（ホ）上記（ハ）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。 

（へ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、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
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やむを得ない事情が生じている場合であって、（ハ）から（ホ）までに規定するこの信託

契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。 

（ト）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。 

（チ）委託会社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、後述「2.信託約款の変更等」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。  

（リ）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または裁判所が受託者を解任

した場合、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はあらかじめ監督官庁

に届出のうえ、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。   

 

2.信託約款の変更等 

（イ）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「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。 

（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（（イ）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。 

（ハ）上記（ロ）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。以下本項

（ハ）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。 

（ニ）上記（ロ）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。 

（ホ）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。 

（ヘ）上記（ロ）から（ホ）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。 
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（ト）上記（イ）から（へ）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。 

（チ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、信託約款を変更しようとするときは、上記（イ）

から（ト）までの規定にしたがいます。 
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第２ 【財務ハイライト情報】 

・以下の情報は、投資信託説明書（請求目論見書）の「ファンドの詳細情報 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。 

・ファンドの財務諸表については、あらた監査法人により監査を受けております。 

また、監査法人による監査報告書は、投資信託説明書（請求目論見書）の「ファンドの詳細

情報 ４．ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 
  

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 
 
1 【貸借対照表】 
  (単位：円)

期    別
 

第1期 
[平成20年7月28日現在] 

科    目 

注記
番号

金     額 

資産の部  

流動資産  

親投資信託受益証券  2,346,967,310

未収入金  4,218,128

流動資産合計  2,351,185,438

資産合計  2,351,185,438   
負債の部  

流動負債  

未払解約金  4,218,128

未払受託者報酬  225,767

未払委託者報酬  5,305,968

その他未払費用  282,188

流動負債合計  10,032,051

負債合計  10,032,051

純資産の部  

元本等  

元本  2,236,215,228

剰余金  

期末剰余金又は期末欠損金（△）  104,938,159

（分配準備積立金）  102,247,575

元本等合計  2,341,153,387

純資産合計  2,341,153,387

負債純資産合計  2,351,185,438

 
2 【損益及び剰余金計算書】 

 (単位：円)
期    別 第1期 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

科    目 

注記
番号

金     額 

営業収益  

有価証券売買等損益  108,476,373

営業収益合計  108,476,373

営業費用  

受託者報酬  225,767

委託者報酬  5,305,968

その他費用  282,188

営業費用合計  5,813,923

営業利益  102,662,450

経常利益  102,662,450

当期純利益  102,662,450
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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額  414,875

剰余金増加額又は欠損金減少額  2,698,879

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 

 2,698,879

剰余金減少額又は欠損金増加額  8,295

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 

 8,295

分配金  －

期末剰余金又は期末欠損金（△）  104,938,159

 

3 【注記表】 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期別 

 
項目 

第1期 
自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

有価証券の評価基準及び評価

方法 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資

信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

期別 
項目 

第1期 
[平成20年7月28日現在] 

1.期首元本額 2,037,696,283円

期中追加設定元本額 218,508,338円

期中解約元本額 19,989,393円

2.計算期間末日における受益

権の総数 
2,236,215,228口

 
（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

期別 
 

項目 

第1期 
自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

分配金の計算過程 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（2,685,437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（99,562,138円）、信託約款に規

定される収益調整金（2,690,584円）及び分配準備積立金（0円)より、分配対象収

益は104,938,159円（1万口当たり469.27円）ですが、分配を行っておりません。

 
（有価証券に関する注記） 
第1期（平成20年7月28日現在） 
売買目的有価証券 

種   類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額 

親投資信託受益証券 2,346,967,310円 106,526,710円

合   計 2,346,967,310円 106,526,710円

 
（デリバティブ取引等に関する注記） 
第1期（自 平成20年4月28日 至 平成20年7月28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期（自 平成20年4月28日 至 平成20年7月28日） 
該当事項はありません。 
 
（1口当たり情報に関する注記） 

期別 
項目 

第1期 
[平成20年7月28日現在] 

1口当たり純資産額 1.0469円

（1万口当たり純資産額） (10,469円)
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第３ 【内国投資信託受益証券事務の概要】  
 

委託会社は、このファンド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

替業を承継するもの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、当該振

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。 

  

(1)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かかる振替機関等に振替の申請をす

るものとします。 

②前記の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人に帰属

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前記①の振替について、委託会社は、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。 

  

(2)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。 

  

(3)受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が

施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同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。 

  

(4)償還金 

償還金は、償還日において振替機関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買付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買付申込者とします。）に支払います。 
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(5)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

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、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。 

 

(6)受益者に対する特典、受益者名簿、受益者集会 

該当事項はありません。 
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第４ 【ファンドの詳細情報の項目】  

 

後述の「第三部 ファンドの詳細情報」については、投資信託説明書（請求目論見書）（金融商

品取引法第 13 条および第 15 条第 3項の規定に基づく目論見書。以下、同じ。）に掲載されてお

ります。 

なお、投資信託説明書（請求目論見書）のご請求は、お申し込みの販売会社にお問い合わせくだ

さい。 

また、インターネットでＥＤＩＮＥＴ（エディネット）のホームページ

（http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm）にアクセスすることによって、ご覧いただく

ことができます。 

 

投資信託説明書（請求目論見書）の記載項目は、以下の通りです。 

 

第三部 ファンドの詳細情報 

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 

  

第５ 設定及び解約の実績 



用語の解説 

■ 為替ヘッジ 
為替先物取引等を用いて、外貨建資産の為替変動リスクを低減することをいいます。為

替ヘッジを行うには、一般的に内外の短期金利の差に相当するコストがかかります。 

■ 基準価額 
ファンドに属する有価証券等を時価評価して得たファンドの資産総額から負債総額を

控除した金額（純資産総額）をその時の受益権総口数で除した１口（又は 1 万口）当た

りの純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動し

ます。 

■ 受益権 
ファンドの運用によって得られた収益分配を得る権利のことをいいます。 

■ 振替受益権 
ファンドの設定、一部解約、償還等がコンピュータ上の帳簿(「振替口座簿」といいま

す。)への記載・記録によって定まる受益権のことをいい、券面は発行されません。 

■ 純資産総額 
ファンドの資産を時価評価した資産総額から負債総額を控除した額をいいます。 

■ 信託財産 
ファンドが保有する有価証券や現金のことをいいます。 

■ 信託報酬 
ファンドの運営・管理にかかる費用のことをいいます。原則として、日々信託財産から

差引かれ、委託会社、受託会社及び販売会社に支払われます。 

■ 特別分配金 
追加型証券投資信託の収益分配金のうち、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回った

場合のその部分に相当する額をいい、元本の払い戻しの性格をもつため非課税扱いとな

ります。 

■ 普通分配金 
追加型証券投資信託の収益分配金のうち、分配落ち前の基準価額の個別元本を超過した

額をいい、課税扱いとなります。 

■ 目論見書 
ファンドの募集をする際に、販売会社が投資家に商品内容を説明するための資料をいい

ます。目論見書は、金融商品取引法に基づき作成され、信託約款の内容、ファンドの運

用方針、ファンドにかかる費用等、重要な情報が記載されています。なお、目論見書に

は、投資家がファンドを購入する際に交付しなければならない交付目論見書と投資家の

請求により交付する請求目論見書があります。 
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追加型証券投資信託 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 
 

運用の基本方針 
 

約款第 19 条の規定に基づき、委託者の定める運用方針は
次のものとします。 
１． 基本方針 
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目的とし
た運用を行います。 

２． 運用方法 
（1） 投資対象 

シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド、
シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド、
シュローダー・インド・ルピー・マザーファンドお
よびシュローダー・中国・人民元・マザーファンド
受益証券を主要投資対象とします。 

（2） 投資態度 

① 主として、各マザーファンド受益証券に原則として

均等に投資し、ＢＲＩＣｓ各国（ブラジル、ロシア、

インド、中国）通貨の動きが反映される運用成果を

目指します。 

② 実質的に短期日本国債等への投資を行なうとともに、

ＢＲＩＣｓ通貨を買い持ちする為替予約取引を活用

し、当該通貨への投資を行います。為替予約取引は

為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取引）等のデリ

バティブ取引を活用します。 

③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運

用ができない場合があります。 

（3）投資制限 
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませ
ん。 

② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 
③ 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への
実質投資割合は、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。 

④ 同一銘柄の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券への実質投資割合は、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、並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(会社法施行
前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8
号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)へ
の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以
下とします。 

⑥ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きま
す。）への実質投資割合は、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（１月、４月、７月および 10 月の各 27 日。
ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日）に原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第
1期は分配を行いません。 
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。以
下同じ。）等の全額とします。 

② 分配金額は、委託者が上記①の範囲で、基準価額水
準、市況動向等を勘案して決定します。なお、分配

対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場
合があります。 

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。 

 
 
 

追加型証券投資信託 
シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 

 
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、シュローダー証

券投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ
信託銀行株式会社を受託者とします。 

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。 

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。 

（信託の目的および金額） 
第3条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のため

に利殖の目的を持って信託し、受託者はこれを引き
受けます。 

（信託金の限度額） 
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限

度として信託金を追加することができます。 
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を
変更することができます。 

（信託期間） 
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 30 年

１月 29 日までとします。 
（受益権の取得申込の勧誘の種類） 
第6条 この信託にかか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7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 8
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。 

（受益権の分割および再分割） 
第8条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

1,000 億口を上限に、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 9 条 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、受益権の再分割を行いません。ただし、
社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議の上、同法の定めるところにし
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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9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、当該追加信託にかか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（受入担保金代用有価証券および第 30 条に規定
する借入公社債を除きます。）を法令および社団法
人投資信託協会規則に従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。 

③ 第 32 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10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。 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
第11条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関

する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振
替に関する法律」となった場合は読み替えるものと
し、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め
「社振法」といいます。以下同じ。）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
かじめこの投資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。）およ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
発行の請求を行なわないものとします。 

③ 委託者は、第 8 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。 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 
第12条 受託者は、この信託契約締結により生じた受益権

については信託設定時に、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。 

（受益権の申込単位および価額） 
第13条 委託者の指定する販売会社（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委託者の指定する金融商品
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 8 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、委託
者の指定する販売会社が定める単位をもって取得申
込に応じることができます。ただし、別に定める自
動けいぞく投資約款にしたがった契約（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申込に応じる
ことができるものとします。 

② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込を受付けた
日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数
料にかか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
込にかかる価額は 1 口につき 1 円に手数料および当
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。 

③ 前項の手数料（その減免を含む）の額は、委託者の
指定する販売会社がそれぞれ定めるものとします。 

④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者の指定する販売
会社は、英国証券取引所若しくはニューヨーク証券
取引所の休業日またはロンドンの銀行若しくはニュ
ーヨークの銀行の休業日には、第 1 項による受益権
の取得の申込みに応じないものとします。 

⑤ 第 1 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。）における取引の停止、外国為替取引の停止
その他やむを得ない事情がある時は、受益権の取得
申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた
取得申込の受付けを取り消すことができます。 

⑥  第 2 項の規定にかかわらず、受益者が第 46 条第 2
項の規定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、第 41 条に規定する各計算期間終了
日の基準価額とします。 

⑦ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、
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
者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれ
ます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取
得申込の代金（第 2 項または第６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。 

（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 
第14条 受益者は、その帰属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。 

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に帰属する受益権の口数の
減少および譲受人に帰属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
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の記載または記録が行な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15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16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、第 25 条および第 26 条
に定めるものに限ります。 

ハ．金銭債権 
ニ．約束手形 
2.次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 
第17条 委託者は、信託金を、主としてシュローダー証券

投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信
託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信
託「シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファ
ンド」、「シュローダー・ロシア・ルーブル・マザ
ーファンド」、「シュローダー・インド・ルピー・
マザーファンド」および「シュローダー・中国・人
民元・マザーファンド」の各受益証券ならびに次の
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.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・ペーパー 
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。）および新
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。） 

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
および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 号までの証券および第 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 号の証券の性質を有するもの、および
第 14 号の証券のうち投資法人債券を以下「公社
債」といい、第 13 号の証券および第 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。 

④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証
券および新株予約権証券の時価総額と各マザーフ
ァンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券
および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額が、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。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マ
ザーファンドの受益証券を除きます。）の時価
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総額と各マザーファンドの信託財産に属する投
資信託証券の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計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。 

⑥ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、

信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価

総額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額

に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額

をいいます。 

（利害関係人等との取引等） 

第18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（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、
次項および第 33 条において同じ。）、第 33 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、前 2
条に掲げる資産への投資等ならびに第 22 条から第
26 条、第 28 条から第 30 条、第 32 条、第 36 条から
第 38 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
5 項および同条第 6 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、前 2 条に掲げる資産への
投資等ならびに第 22 条から第 26 条、第 28 条から第
30 条、第 32 条、第 36 条から第 38 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19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。 

（投資する株式等の範囲） 
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券は、第 19 条の運用の基
本方針の範囲内で、金融商品取引所に上場（上場予
定も含みます。）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、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 
第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式、新

株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と各
マザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計
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。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、
信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価
総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める当該同一銘柄の資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。 

（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り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、次の各号に掲げる有価証
券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計
数を超えないものとします。 
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権
利行使により取得する株券 

2 株式分割により取得する株券 
3 有償増資により取得する株券 
4 信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新
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（以下会社法施行前の旧商法第 341 条
ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新
株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。）における新株予約権の行使
により取得可能な株券 

（先物取引等の運用指図） 
第23条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価

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。）、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。）およ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。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに有
価証券先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券店頭指
数等先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8項第 4号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券店頭
オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号ハに掲げるものをいいます。）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
ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同
じ） 

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に
係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨に係る先物取引および先物オプション取引、
ならびにわが国の金融商品取引所および外国の金融
商品取引所によらないで行う通貨に係る先物取引お
よ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、わが国の金融商品取引所における金利に
係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、
ならびにわが国の金融商品取引所によらないで行う
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金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所によらないで行うこれらの取
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 5 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。 

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の
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、為替先渡取引および
直物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、為替先渡取引および直物為替先渡取
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 5 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、為替先渡取引および直物為替先渡取
引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利
等を基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、為替先渡取引および直物
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」とは、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およ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」とは、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
国為替取引およ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な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。 

⑦ 本条において「直物為替先渡取引」とは、当事者間
において、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な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
ときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。 

（クレジットデリバティブ取引の運用指図） 
第26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、クレジットデリバティブ取引（金融商
品取引法第 2 条第 21 項第 5 号イおよび同条第 22 項
第 6 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）を
行なうことの指図をすることができます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第27条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債なら

びに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転
換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額が、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。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、
信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価
総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める当該同一銘柄の資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範
囲内で貸付け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、すみ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。 

（公社債の空売りの指図および範囲） 
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産の計算において行う信託財産に属さない公
社債を売り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、公社債（信託
財産により借り入れた公社債を含みます。）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、当該売付けに係る公社債の
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
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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。 

（公社債の借入れの指図および範囲） 
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債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、当該借入れに係る公社債の時価総額
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。 

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31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および範囲) 
第32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、信託財産に係る為替の買
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と
マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額に
ついて、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33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 

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34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
れた法人でこの者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コマーシャル・ペーパ
ーまたは外国法人が発行する譲渡性預金証書は、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35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36条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受

益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37条 委託者は、前条の規定によるマザーファンドの受

益証券の一部解約代金、売却代金、有価証券にかか
る償還金等、有価証券等にかか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） 
第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用

の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手
当て（一部解約の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
再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目
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。）の指図を行うことができるものとし
ます。 

② 委託者は前項の規定により借入れた借入金をもって
有価証券等の運用は行なわないものとします。 

③ 委託者は第 1 項に定める借入れの指図および必要な
担保の差入れの指図を行うこととします。 

④ 第 1 項に定める資金借入額は、次の各号にあげる範
囲内の額とします。 
1.信託財産で保有する有価証券等の売却代金、解約
代金および償還金等により受取りの確定している
資金の合計額の範囲内。 
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2.かつ、信託財産の純資産額の 100 分の 10 を超え
ない額の範囲内。 

3.再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当ての
ために借入れた場合については、収益分配金のう
ち再投資にかかる額の範囲内。 

⑤ 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間
は、解約代金の支払いのために行う信託財産の売却
等により受取りの確定している当該資金の受入日ま
でとします。 

⑥ 収益分配金の再投資にかか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
とします。 

⑦ 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39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、すべて受益者に帰属します。 
（受託者による資金の立替え） 
第40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
し出がある時は、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かかる償還金等、株式
の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の
配当金およびその他の未収入金で、信託終了日まで
にその金額を見積も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。 

（信託の計算期間） 
第41条 この信託の計算期間は、毎年１月 28 日から 4 月 27

日、4 月 28 日から 7 月 27 日、7 月 28 日から 10 月
27 日および 10 月 28 日から翌年１月 27 日までとし
ます。ただし第 1計算期間については平成 20 年 4月
28 日から平成 20 年 7月 28 日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の各計算期間終了日に該当
する日（以下本項において「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 5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42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なわ
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43条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要す

る諸費用（監査費用および当該監査費用にかかる消
費税等に相当する額を含みます。）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、かかる諸費
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もできます。 

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かかる上限、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、かかる諸費用の額は、第 41 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
じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末ま
たは信託終了のとき信託財産中から支弁します。 

⑤ 第 1 項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、
各マザーファンドに関連して生じた諸費用のうち各
マザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理
的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるも
のを含みます。 

（信託報酬の額および支弁の方法） 
第44条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 41 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 98 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 項の信託報酬にかか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。 

（収益の分配方式） 
第45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
利息を控除した額は、諸経費、信託報酬および当
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、
次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 
第46条 収益分配金は、毎計算期間終了後 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
金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で
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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、
収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付され
ます。この場合、委託者の指定する販売会社は、受
益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受
益権の売付けを行います。当該売付けにより増加し
た受益権は、第 11 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（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な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委託者の
指定する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な
われます。 

④ 一部解約金（第 49 条第 5項の一部解約の価額に当該
一部解約口数を乗じて得た額。以下同じ。）は、第
49 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 6 営業日目から当該受益者に支払い
ます。 

⑤ 前各項（第 2 項除く）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、委託者の指定する
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、償還金および一部解約金にかかる収益
調整金は、原則として、各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、各受益者毎の信託時
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「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」
とは、原則として、各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、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47条 受託者は、収益分配金については、第 46 条第 1 項

に規定する支払開始日若しくは第 46 条第 2項に規定
する収益分配金の再投資を行う日までに、償還金に
ついては第 46 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 46 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。 

（収益分配金および償還金の時効） 
第48条 受益者が、収益分配金については第 46 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 46 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。 

（信託の一部解約） 
第49条 受益者（委託者の指定する販売会社を含みます。

以下、本条において同じ。）は、自己に帰属する受
益権につき、最低単位を 1 口単位として委託者の指
定する販売会社が定める単位をもって、委託者に一
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、委託者は、英国証券取引
所若しくはニューヨーク証券取引所の休業日または
ロンドンの銀行若しくはニューヨークの銀行の休業
日には、前項に規定する一部解約の実行の請求を受
け付けないものとします。 

③ 信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求
を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社
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
託者が行うのと引き換えに、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なわれま
す。 

⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の
翌営業日の基準価額とします。 

⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取
引所における取引の停止、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けを中止することおよび
すでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを
取り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けが中止
された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行
な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て
第 5項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、
受益権の口数が 25 億口を下回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、第 49
条の規定にしたがいます。 

（信託契約の解約） 
第50条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前にこの

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、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。 
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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 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 項から前項までに規定するこの信託契約の解約の
手続を行うことが困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第51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 55 条の規定に従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第52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55条の書面決
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） 
第53条 委託者は、事業の全部また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または一部を承継
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54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生じ
たときは、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55条の規定に従い、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55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56条 第 50 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。この買取請求の手続に関する事項は、第
50 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。 

（信託期間の延長） 
第57条 受託者は、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
の上、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および住所 
2．他の受益者が有する受益権の内容 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 
第59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。 

（公告） 
第60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61条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、

委託者と受託者との協議により定めます。 
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上記条項により信託契約を締結します。  
 
 
平成 20 年４月 28 日  （信託契約締結日） 
 
 

委託者 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 
 
 

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
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親投資信託 

シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド 
 

運用の基本方針 
 

約款第 16 条の規定に基づき、委託者の定める運用方針は
次のものとします。 
１． 基本方針 
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目的とし
た運用を行います。 

２． 運用方法 
（1） 投資対象 

短期日本国債等を主要投資対象とし、為替予約取引
を主要取引対象とします。 

（2） 投資態度 

①主として短期日本国債等への投資を行なうとともに、

ブラジル・レアルを買い持ちする為替予約取引を活

用し、実質的にブラジル・レアルへの投資を通して、

当該通貨の動きを反映する運用成果を目指します。

為替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡

取引）等のデリバティブ取引を活用します。 

② 資金動向、市況動向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。 

（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 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 
③ 株式、新株引受権証券およ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。 

④ 同一銘柄の株式、新株引受権証券および新株予約
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、並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（会社法施
行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7号および第 8
号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）
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。 

⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5％以下とします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親投資信託 
シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド 

 
約 款 

 
 
（信託の種類、委託者および受託者） 
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に

取得させることを目的とする証券投資信託であり、
シュローダー証券投信投資顧問株式会社を委託者と
し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 

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。 

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。 

（信託の目的および金額） 
第3条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のため

に利殖の目的を持って信託し、受託者はこれを引き
受けます。 

（信託金の限度額） 
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円を限

度として信託金を追加することができます。 
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を
変更することができます。 

（信託期間） 
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 47 条第 1

項、同条第 2 項、第 48 条第 1 項、第 49 条第 1 項お
よび第 51 条第 2 項の規定による信託終了の日また
は信託契約解約の日とします。 

（受益証券の取得申込の勧誘の種類） 
第6条 この信託にかかる受益証券（第 11 条第 4 項の受益

証券不所持の申出があった場合は受益権とします。
以下、第 7 条および第 53 条において同じ。）の取
得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第
2 号イ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 9 項で定める適格機関投資
家私募により行われます。 

（受益者） 
第7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の

受益証券を投資対象とするシュローダー証券投信投
資顧問株式会社の証券投資信託の受託者である信託
銀行または信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 
第8条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

1,000 億口を上限に、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 9 条 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、一定日現在の受益
権を均等に再分割できます。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
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第9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
得た金額とします。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。 

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（受入担保金代用有価証券および第 27 条に規定
する借入公社債を除きます。）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
た金額をいいます。 

③ 第 29 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10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。 
（受益証券の発行および種類ならびに受益証券不所持の申
出） 
第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を

表示する記名式の受益証券を発行します。  

②  委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数

を表示した受益証券とします。  
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはで
きません。  

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者は、委託者に
対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券
の所持を希望しない旨を申し出ることができます。 

⑤ 前項の規定による申出は、その申出に係る受益権

の内容を明らかにしてしなければなりません。こ

の場合において、当該受益権に係る受益証券が発

行されているときは、当該受益者は、当該受益証

券を委託者に提出しなければなりません。 

⑥ 第4項の規定による申出を受けた委託者は、遅滞な

く、前項前段の受益権に係る受益証券を発行しな

い旨を受益権原簿に記載し、又は記録します。 

⑦ 委託者は、前項の規定による記載又は記録をした

ときは、第5項前段の受益権に係る受益証券を発行

しません。 

⑧ 第5項後段の規定により提出された受益証券は、第

6項の規定による記載又は記録をした時において、

無効となります。 

⑨ 第4項の規定による申出をした受益者は、いつでも、

委託者に対し、第5項前段の受益権に係る受益証券

を発行することを請求することができます。この

場合において、同項後段の規定により提出された

受益証券があるときは、受益証券の発行に要する

費用は、当該受益者の負担とします。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 
第12条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行

するときは、その発行する受益証券がこの信託約款

に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりま

せん。  

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益

証券に記載し記名捺印することによって行います。  

（投資の対象とする資産の種類） 

第13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 20 条、第 21 条、第 22 条および第 23 条
に定めるものに限ります。 

ハ．金銭債権 
ニ．約束手形 
2.次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 
第14条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券（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.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・ペーパー 
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。）および新
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
および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 号までの証券および第 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 号の証券の性質を有するもの、および
第 14 号の証券のうち投資法人債券を以下「公社
債」といい、第 13 号の証券および第 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。 

④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証
券およ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。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価
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15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（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、次項および第 30 条において同
じ。）、第 30 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、前 2 条に掲げる資産への投資
等ならびに第 19 条から第 23 条、第 25 条から第 27
条、第 29 条、第 33 条および第 34 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 5 項および同条第 6 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、前 2 条に掲げる資産へ
の投資等ならびに第 19 条から第 23 条、第 25 条か
ら第 27 条、第 29 条、第 33 条および第 34 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16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。 

（投資する株式等の範囲） 
第17条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券は、第 16 条の運用の基
本方針の範囲内で、金融商品取引所に上場（上場予
定も含みます。）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、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 
第18条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式、新

株引受権証券およ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。 

（信用取引の指図範囲） 
第19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り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、次の各号に掲げる有価証
券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計
数を超えないものとします。 
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権
利行使により取得する株券 

2 株式分割により取得する株券 
3 有償増資により取得する株券 
4 信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新
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（以下会社法施行前の旧商法第 341 条
ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新
株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。）における新株予約権の行使
により取得可能な株券 

（先物取引等の運用指図） 
第20条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価

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。）、有価証券指数等先
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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。）およ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。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに有
価証券先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券店頭指
数等先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8項第 4号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券店頭
オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号ハに掲げるものをいいます。）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
ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同
じ） 

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に
係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨に係る先物取引および先物オプション取引、
ならびにわが国の金融商品取引所および外国の金融
商品取引所によらないで行う通貨に係る先物取引お
よ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、わが国の金融商品取引所における金利に
係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、
ならびにわが国の金融商品取引所によらないで行う
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所によらないで行うこれらの取
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21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 5 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。 

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の
運用指図） 
第22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、為替先渡取引および
直物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、為替先渡取引および直物為替先渡取
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 5 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、為替先渡取引および直物為替先渡取
引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利
等を基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、為替先渡取引および直物
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」とは、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およ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」とは、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
国為替取引およ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な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。 

⑦ 本条において「直物為替先渡取引」とは、当事者間
において、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な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
ときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。 

（クレジットデリバティブ取引の運用指図） 
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、クレジットデリバティブ取引（金融商
品取引法第 2 条第 21 項第 5 号イおよび同条第 22 項
第 6 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）を
行なうことの指図をすることができます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第24条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債なら

びに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、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。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 
第25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および公社債を次の各号の範
囲内で貸付け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。 
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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、すみ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。 

（公社債の空売りの指図および範囲） 
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産の計算において行う信託財産に属さない公
社債を売り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、公社債（信託
財産により借り入れた公社債を含みます。）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、当該売付けに係る公社債の
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
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。 

（公社債の借入れの指図および範囲） 
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債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、当該借入れに係る公社債の時価総額
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。 

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28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および範囲) 
第29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、信託財産に係る為替の買
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30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 

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31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
れた法人でこの者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コマーシャル・ペーパ
ーまたは外国法人が発行する譲渡性預金証書は、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32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33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34条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券

にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およ
びその他の収入金を再投資することの指図ができま
す。 

（損益の帰属） 
第35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、すべて受益者に帰属します。 
（受託者による資金の立替え） 
第36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
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し出がある時は、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かかる償還金等、株式
の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の
配当金およびその他の未収入金で、信託終了日まで
にその金額を見積も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。 

（信託の計算期間） 
第37条 この信託の計算期間は、毎年 7 月 28 日から翌年 7

月 27 日までとします。ただし第 1計算期間について
は平成 20 年 4 月 28 日から平成 20 年 7 月 28 日まで
とします。 

② 前項にかかわらず、前項の各計算期間終了日に該当
する日（以下本項において「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 5条に定める信託期間の終了日とします。 

（利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付） 

第38条 委託者は、この信託については、利益相反のおそ

れがある取引を行なった場合における投資信託及び

投資法人に関する法律第13条第１項で定める書面の

交付を行ないません。 

（信託財産に関する報告等） 

第39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なわ
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40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要す

る諸費用および受託者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。 

（信託報酬の額） 
第41条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託

報酬を収受しません。 
（収益の留保） 
第42条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日まで信託

財産に留保し、期中には分配を行いません。 
（追加信託金および一部解約金の計理処理） 
第43条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額

と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっ
ては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約
差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免
責） 
第44条 受託者は、信託が終了したときは、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。）の全額を委託
者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付
した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に
任じません。 

（償還金の支払い） 
第45条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後は、

受益証券と引換えに受益者に当該償還金を支払いま
す。 

（信託の一部解約） 
第46条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託

の一部を解約します。 
② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の基準価額
に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額と
します。 

（信託契約の解約） 
第47条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前にこの

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、この信託の受益証券を投資対象とするこ
とを信託約款において定めるすべての証券投資信託
がその信託を終了させることとなる場合には、この
信託契約を解約し、信託を終了させます。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。 

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、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、第 2 項の規定に基づいてこの
信託契約を解約する場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第48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 52 条の規定に従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第49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52条の書面決
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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） 
第50条 委託者は、事業の全部また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または一部を承継
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51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生じ
たときは、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52条の規定に従い、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52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53条 第 47 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証
券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。この買取請求の手続に関する事項は、
第 47 条第 3項または前条第 2項に規定する書面に付
記します。 

（運用報告書） 
第54条 委託者は、この信託については、投資信託及び投

資法人に関する法律第 14 条で定める運用報告書の交
付を行ないません。 

（公告） 
第55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56条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、

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 20 年４月 28 日  （信託契約締結日） 
 
 

委託者 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 
 
 

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
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親投資信託 

シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド 
 

運用の基本方針 
 

約款第 16 条の規定に基づき、委託者の定める運用方針は
次のものとします。 
１． 基本方針 
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目的とし
た運用を行います。 

２． 運用方法 
（1） 投資対象 

短期日本国債等を主要投資対象とし、為替予約取引
を主要取引対象とします。 

（2） 投資態度 

①主として短期日本国債等への投資を行なうとともに、

ロシア・ルーブルを買い持ちする為替予約取引を活

用し、実質的にロシア・ルーブルへの投資を通して、

当該通貨の動きを反映する運用成果を目指します。

為替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡

取引）等のデリバティブ取引を活用します。 

② 資金動向、市況動向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。 

（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 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 
③ 株式、新株引受権証券およ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。 

④ 同一銘柄の株式、新株引受権証券および新株予約
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、並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（会社法施
行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7号および第 8
号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）
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。 

⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5％以下とします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親投資信託 
シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド 

 
約 款 

 
 
（信託の種類、委託者および受託者） 
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に

取得させることを目的とする証券投資信託であり、
シュローダー証券投信投資顧問株式会社を委託者と
し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 

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。 

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。 

（信託の目的および金額） 
第3条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のため

に利殖の目的を持って信託し、受託者はこれを引き
受けます。 

（信託金の限度額） 
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円を限

度として信託金を追加することができます。 
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を
変更することができます。 

（信託期間） 
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 47 条第 1

項、同条第 2 項、第 48 条第 1 項、第 49 条第 1 項お
よび第 51 条第 2 項の規定による信託終了の日また
は信託契約解約の日とします。 

（受益証券の取得申込の勧誘の種類） 
第6条 この信託にかかる受益証券（第 11 条第 4 項の受益

証券不所持の申出があった場合は受益権とします。
以下、第 7 条および第 53 条において同じ。）の取
得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第
2 号イ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 9 項で定める適格機関投資
家私募により行われます。 

（受益者） 
第7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の

受益証券を投資対象とするシュローダー証券投信投
資顧問株式会社の証券投資信託の受託者である信託
銀行または信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 
第8条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

1,000 億口を上限に、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 9 条 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、一定日現在の受益
権を均等に再分割できます。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
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第9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
得た金額とします。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。 

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（受入担保金代用有価証券および第 27 条に規定
する借入公社債を除きます。）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
た金額をいいます。 

③ 第 29 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10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。 
（受益証券の発行および種類ならびに受益証券不所持の申
出） 
第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を

表示する記名式の受益証券を発行します。  

②  委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数

を表示した受益証券とします。  
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはで
きません。  

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者は、委託者に
対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券
の所持を希望しない旨を申し出ることができます。 

⑤ 前項の規定による申出は、その申出に係る受益権

の内容を明らかにしてしなければなりません。こ

の場合において、当該受益権に係る受益証券が発

行されているときは、当該受益者は、当該受益証

券を委託者に提出しなければなりません。 

⑥ 第4項の規定による申出を受けた委託者は、遅滞な

く、前項前段の受益権に係る受益証券を発行しな

い旨を受益権原簿に記載し、又は記録します。 

⑦ 委託者は、前項の規定による記載又は記録をした

ときは、第5項前段の受益権に係る受益証券を発行

しません。 

⑧ 第5項後段の規定により提出された受益証券は、第

6項の規定による記載又は記録をした時において、

無効となります。 

⑨ 第4項の規定による申出をした受益者は、いつでも、

委託者に対し、第5項前段の受益権に係る受益証券

を発行することを請求することができます。この

場合において、同項後段の規定により提出された

受益証券があるときは、受益証券の発行に要する

費用は、当該受益者の負担とします。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 
第12条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行

するときは、その発行する受益証券がこの信託約款

に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりま

せん。  

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益

証券に記載し記名捺印することによって行います。  

（投資の対象とする資産の種類） 

第13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 20 条、第 21 条、第 22 条および第 23 条
に定めるものに限ります。 

ハ．金銭債権 
ニ．約束手形 
2.次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 
第14条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券（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.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・ペーパー 
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。）および新
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
および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 号までの証券および第 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 号の証券の性質を有するもの、および
第 14 号の証券のうち投資法人債券を以下「公社
債」といい、第 13 号の証券および第 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。 

④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証
券およ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。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価
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15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（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、次項および第 30 条において同
じ。）、第 30 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、前 2 条に掲げる資産への投資
等ならびに第 19 条から第 23 条、第 25 条から第 27
条、第 29 条、第 33 条および第 34 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 5 項および同条第 6 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、前 2 条に掲げる資産へ
の投資等ならびに第 19 条から第 23 条、第 25 条か
ら第 27 条、第 29 条、第 33 条および第 34 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16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。 

（投資する株式等の範囲） 
第17条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券は、第 16 条の運用の基
本方針の範囲内で、金融商品取引所に上場（上場予
定も含みます。）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、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 
第18条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式、新

株引受権証券およ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。 

（信用取引の指図範囲） 
第19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り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、次の各号に掲げる有価証
券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計
数を超えないものとします。 
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権
利行使により取得する株券 

2 株式分割により取得する株券 
3 有償増資により取得する株券 
4 信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新
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（以下会社法施行前の旧商法第 341 条
ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新
株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。）における新株予約権の行使
により取得可能な株券 

（先物取引等の運用指図） 
第20条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価

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。）、有価証券指数等先
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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。）およ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。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに有
価証券先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券店頭指
数等先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8項第 4号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券店頭
オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号ハに掲げるものをいいます。）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
ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同
じ） 

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に
係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨に係る先物取引および先物オプション取引、
ならびにわが国の金融商品取引所および外国の金融
商品取引所によらないで行う通貨に係る先物取引お
よ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、わが国の金融商品取引所における金利に
係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、
ならびにわが国の金融商品取引所によらないで行う
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所によらないで行うこれらの取
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21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 5 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。 

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の
運用指図） 
第22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、為替先渡取引および
直物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、為替先渡取引および直物為替先渡取
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 5 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、為替先渡取引および直物為替先渡取
引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利
等を基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、為替先渡取引および直物
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」とは、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およ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」とは、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
国為替取引およ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な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。 

⑦ 本条において「直物為替先渡取引」とは、当事者間
において、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な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
ときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。 

（クレジットデリバティブ取引の運用指図） 
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、クレジットデリバティブ取引（金融商
品取引法第 2 条第 21 項第 5 号イおよび同条第 22 項
第 6 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）を
行なうことの指図をすることができます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第24条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債なら

びに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、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。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 
第25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および公社債を次の各号の範
囲内で貸付け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。 
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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、すみ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。 

（公社債の空売りの指図および範囲） 
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産の計算において行う信託財産に属さない公
社債を売り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、公社債（信託
財産により借り入れた公社債を含みます。）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、当該売付けに係る公社債の
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
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。 

（公社債の借入れの指図および範囲） 
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債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、当該借入れに係る公社債の時価総額
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。 

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28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および範囲) 
第29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、信託財産に係る為替の買
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30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 

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31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
れた法人でこの者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コマーシャル・ペーパ
ーまたは外国法人が発行する譲渡性預金証書は、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32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33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34条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券

にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およ
びその他の収入金を再投資することの指図ができま
す。 

（損益の帰属） 
第35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、すべて受益者に帰属します。 
（受託者による資金の立替え） 
第36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
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し出がある時は、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かかる償還金等、株式
の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の
配当金およびその他の未収入金で、信託終了日まで
にその金額を見積も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。 

（信託の計算期間） 
第37条 この信託の計算期間は、毎年 7 月 28 日から翌年 7

月 27 日までとします。ただし第 1計算期間について
は平成 20 年 4 月 28 日から平成 20 年 7 月 28 日まで
とします。 

② 前項にかかわらず、前項の各計算期間終了日に該当
する日（以下本項において「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 5条に定める信託期間の終了日とします。 

（利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付） 

第38条 委託者は、この信託については、利益相反のおそ

れがある取引を行なった場合における投資信託及び

投資法人に関する法律第13条第１項で定める書面の

交付を行ないません。 

（信託財産に関する報告等） 

第39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なわ
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40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要す

る諸費用および受託者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。 

（信託報酬の額） 
第41条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託

報酬を収受しません。 
（収益の留保） 
第42条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日まで信託

財産に留保し、期中には分配を行いません。 
（追加信託金および一部解約金の計理処理） 
第43条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額

と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっ
ては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約
差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免
責） 
第44条 受託者は、信託が終了したときは、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。）の全額を委託
者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付
した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に
任じません。 

（償還金の支払い） 
第45条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後は、

受益証券と引換えに受益者に当該償還金を支払いま
す。 

（信託の一部解約） 
第46条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託

の一部を解約します。 
② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の基準価額
に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額と
します。 

（信託契約の解約） 
第47条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前にこの

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、この信託の受益証券を投資対象とするこ
とを信託約款において定めるすべての証券投資信託
がその信託を終了させることとなる場合には、この
信託契約を解約し、信託を終了させます。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。 

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、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、第 2 項の規定に基づいてこの
信託契約を解約する場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第48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 52 条の規定に従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第49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52条の書面決
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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） 
第50条 委託者は、事業の全部また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または一部を承継
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51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生じ
たときは、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52条の規定に従い、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52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53条 第 47 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証
券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。この買取請求の手続に関する事項は、
第 47 条第 3項または前条第 2項に規定する書面に付
記します。 

（運用報告書） 
第54条 委託者は、この信託については、投資信託及び投

資法人に関する法律第 14 条で定める運用報告書の交
付を行ないません。 

（公告） 
第55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56条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、

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 20 年４月 28 日  （信託契約締結日） 
 
 

委託者 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 
 
 
 

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
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親投資信託 

シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド 
 

運用の基本方針 
 

約款第 16 条の規定に基づき、委託者の定める運用方針は
次のものとします。 
１． 基本方針 
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目的とし
た運用を行います。 

２． 運用方法 
（1） 投資対象 

短期日本国債等を主要投資対象とし、為替予約取引
を主要取引対象とします。 

（2） 投資態度 

①主として短期日本国債等への投資を行なうとともに、

インド・ルピーを買い持ちする為替予約取引を活用

し、実質的にインド・ルピーへの投資を通して、当

該通貨の動きを反映する運用成果を目指します。為

替予約取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取

引）等のデリバティブ取引を活用します。 

② 資金動向、市況動向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。 

（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 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 
③ 株式、新株引受権証券およ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。 

④ 同一銘柄の株式、新株引受権証券および新株予約
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、並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（会社法施
行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7号および第 8
号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）
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。 

⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5％以下とします。 
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（信託の種類、委託者および受託者） 
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に

取得させることを目的とする証券投資信託であり、
シュローダー証券投信投資顧問株式会社を委託者と
し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 

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。 

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。 

（信託の目的および金額） 
第3条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のため

に利殖の目的を持って信託し、受託者はこれを引き
受けます。 

（信託金の限度額） 
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円を限

度として信託金を追加することができます。 
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を
変更することができます。 

（信託期間） 
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 47 条第 1

項、同条第 2 項、第 48 条第 1 項、第 49 条第 1 項お
よび第 51 条第 2 項の規定による信託終了の日また
は信託契約解約の日とします。 

（受益証券の取得申込の勧誘の種類） 
第6条 この信託にかかる受益証券（第 11 条第 4 項の受益

証券不所持の申出があった場合は受益権とします。
以下、第 7 条および第 53 条において同じ。）の取
得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第
2 号イ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 9 項で定める適格機関投資
家私募により行われます。 

（受益者） 
第7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の

受益証券を投資対象とするシュローダー証券投信投
資顧問株式会社の証券投資信託の受託者である信託
銀行または信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 
第8条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

1,000 億口を上限に、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 9 条 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、一定日現在の受益
権を均等に再分割できます。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
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第9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
得た金額とします。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。 

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（受入担保金代用有価証券および第 27 条に規定
する借入公社債を除きます。）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
た金額をいいます。 

③ 第 29 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10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。 
（受益証券の発行および種類ならびに受益証券不所持の申
出） 
第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を

表示する記名式の受益証券を発行します。  

②  委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数

を表示した受益証券とします。  
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはで
きません。  

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者は、委託者に
対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券
の所持を希望しない旨を申し出ることができます。 

⑤ 前項の規定による申出は、その申出に係る受益権

の内容を明らかにしてしなければなりません。こ

の場合において、当該受益権に係る受益証券が発

行されているときは、当該受益者は、当該受益証

券を委託者に提出しなければなりません。 

⑥ 第4項の規定による申出を受けた委託者は、遅滞な

く、前項前段の受益権に係る受益証券を発行しな

い旨を受益権原簿に記載し、又は記録します。 

⑦ 委託者は、前項の規定による記載又は記録をした

ときは、第5項前段の受益権に係る受益証券を発行

しません。 

⑧ 第5項後段の規定により提出された受益証券は、第

6項の規定による記載又は記録をした時において、

無効となります。 

⑨ 第4項の規定による申出をした受益者は、いつでも、

委託者に対し、第5項前段の受益権に係る受益証券

を発行することを請求することができます。この

場合において、同項後段の規定により提出された

受益証券があるときは、受益証券の発行に要する

費用は、当該受益者の負担とします。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 
第12条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行

するときは、その発行する受益証券がこの信託約款

に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりま

せん。  

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益

証券に記載し記名捺印することによって行います。  

（投資の対象とする資産の種類） 

第13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 20 条、第 21 条、第 22 条および第 23 条
に定めるものに限ります。 

ハ．金銭債権 
ニ．約束手形 
2.次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 
第14条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券（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.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・ペーパー 
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。）および新
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
および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 号までの証券および第 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 号の証券の性質を有するもの、および
第 14 号の証券のうち投資法人債券を以下「公社
債」といい、第 13 号の証券および第 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。 

④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証
券およ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。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価
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15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（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、次項および第 30 条において同
じ。）、第 30 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、前 2 条に掲げる資産への投資
等ならびに第 19 条から第 23 条、第 25 条から第 27
条、第 29 条、第 33 条および第 34 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 5 項および同条第 6 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、前 2 条に掲げる資産へ
の投資等ならびに第 19 条から第 23 条、第 25 条か
ら第 27 条、第 29 条、第 33 条および第 34 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16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。 

（投資する株式等の範囲） 
第17条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券は、第 16 条の運用の基
本方針の範囲内で、金融商品取引所に上場（上場予
定も含みます。）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、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 
第18条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式、新

株引受権証券およ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。 

（信用取引の指図範囲） 
第19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り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、次の各号に掲げる有価証
券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計
数を超えないものとします。 
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権
利行使により取得する株券 

2 株式分割により取得する株券 
3 有償増資により取得する株券 
4 信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新
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（以下会社法施行前の旧商法第 341 条
ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新
株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。）における新株予約権の行使
により取得可能な株券 

（先物取引等の運用指図） 
第20条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価

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。）、有価証券指数等先
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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。）およ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。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに有
価証券先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券店頭指
数等先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8項第 4号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券店頭
オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号ハに掲げるものをいいます。）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
ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同
じ） 

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に
係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨に係る先物取引および先物オプション取引、
ならびにわが国の金融商品取引所および外国の金融
商品取引所によらないで行う通貨に係る先物取引お
よ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、わが国の金融商品取引所における金利に
係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、
ならびにわが国の金融商品取引所によらないで行う
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所によらないで行うこれらの取
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21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 5 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。 

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の
運用指図） 
第22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、為替先渡取引および
直物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、為替先渡取引および直物為替先渡取
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 5 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、為替先渡取引および直物為替先渡取
引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利
等を基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、為替先渡取引および直物
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」とは、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およ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」とは、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
国為替取引およ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な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。 

⑦ 本条において「直物為替先渡取引」とは、当事者間
において、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な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
ときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。 

（クレジットデリバティブ取引の運用指図） 
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、クレジットデリバティブ取引（金融商
品取引法第 2 条第 21 項第 5 号イおよび同条第 22 項
第 6 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）を
行なうことの指図をすることができます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第24条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債なら

びに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、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。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 
第25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および公社債を次の各号の範
囲内で貸付け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。 
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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、すみ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。 

（公社債の空売りの指図および範囲） 
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産の計算において行う信託財産に属さない公
社債を売り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、公社債（信託
財産により借り入れた公社債を含みます。）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、当該売付けに係る公社債の
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
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。 

（公社債の借入れの指図および範囲） 
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債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、当該借入れに係る公社債の時価総額
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。 

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28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および範囲) 
第29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、信託財産に係る為替の買
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30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 

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31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
れた法人でこの者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コマーシャル・ペーパ
ーまたは外国法人が発行する譲渡性預金証書は、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32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33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34条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券

にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およ
びその他の収入金を再投資することの指図ができま
す。 

（損益の帰属） 
第35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、すべて受益者に帰属します。 
（受託者による資金の立替え） 
第36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
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し出がある時は、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かかる償還金等、株式
の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の
配当金およびその他の未収入金で、信託終了日まで
にその金額を見積も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。 

（信託の計算期間） 
第37条 この信託の計算期間は、毎年 7 月 28 日から翌年 7

月 27 日までとします。ただし第 1計算期間について
は平成 20 年 4 月 28 日から平成 20 年 7 月 28 日まで
とします。 

② 前項にかかわらず、前項の各計算期間終了日に該当
する日（以下本項において「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 5条に定める信託期間の終了日とします。 

（利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付） 

第38条 委託者は、この信託については、利益相反のおそ

れがある取引を行なった場合における投資信託及び

投資法人に関する法律第13条第１項で定める書面の

交付を行ないません。 

（信託財産に関する報告等） 

第39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なわ
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40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要す

る諸費用および受託者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。 

（信託報酬の額） 
第41条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託

報酬を収受しません。 
（収益の留保） 
第42条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日まで信託

財産に留保し、期中には分配を行いません。 
（追加信託金および一部解約金の計理処理） 
第43条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額

と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっ
ては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約
差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免
責） 
第44条 受託者は、信託が終了したときは、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。）の全額を委託
者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付
した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に
任じません。 

（償還金の支払い） 
第45条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後は、

受益証券と引換えに受益者に当該償還金を支払いま
す。 

（信託の一部解約） 
第46条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託

の一部を解約します。 
② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の基準価額
に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額と
します。 

（信託契約の解約） 
第47条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前にこの

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、この信託の受益証券を投資対象とするこ
とを信託約款において定めるすべての証券投資信託
がその信託を終了させることとなる場合には、この
信託契約を解約し、信託を終了させます。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。 

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、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、第 2 項の規定に基づいてこの
信託契約を解約する場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第48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 52 条の規定に従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第49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52条の書面決
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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） 
第50条 委託者は、事業の全部また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または一部を承継
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51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生じ
たときは、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52条の規定に従い、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52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53条 第 47 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証
券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。この買取請求の手続に関する事項は、
第 47 条第 3項または前条第 2項に規定する書面に付
記します。 

（運用報告書） 
第54条 委託者は、この信託については、投資信託及び投

資法人に関する法律第 14 条で定める運用報告書の交
付を行ないません。 

（公告） 
第55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56条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、

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 20 年４月 28 日  （信託契約締結日） 
 
 

委託者 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 
 

 
 

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
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親投資信託 

シュローダー・中国・人民元・マザーファンド 
 

運用の基本方針 
 

約款第 16 条の規定に基づき、委託者の定める運用方針は
次のものとします。 
１． 基本方針 
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目的とし
た運用を行います。 

２． 運用方法 
（1） 投資対象 

短期日本国債等を主要投資対象とし、為替予約取引
を主要取引対象とします。 

（2） 投資態度 

①主として短期日本国債等への投資を行なうとともに、

中国・人民元を買い持ちする為替予約取引を活用し、

実質的に中国・人民元への投資を通して、当該通貨

の動きを反映する運用成果を目指します。為替予約

取引は為替先渡取引、NDF（直物為替先渡取引）等

のデリバティブ取引を活用します。 

② 資金動向、市況動向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。 

（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 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 
③ 株式、新株引受権証券およ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。 

④ 同一銘柄の株式、新株引受権証券および新株予約
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、並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（会社法施
行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7号および第 8
号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）
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。 

⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5％以下とします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親投資信託 
シュローダー・中国・人民元・マザーファンド 

 
約 款 

 
 
（信託の種類、委託者および受託者） 
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に

取得させることを目的とする証券投資信託であり、
シュローダー証券投信投資顧問株式会社を委託者と
し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 

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。 

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。 

（信託の目的および金額） 
第3条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のため

に利殖の目的を持って信託し、受託者はこれを引き
受けます。 

（信託金の限度額） 
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円を限

度として信託金を追加することができます。 
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を
変更することができます。 

（信託期間） 
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 47 条第 1

項、同条第 2 項、第 48 条第 1 項、第 49 条第 1 項お
よび第 51 条第 2 項の規定による信託終了の日また
は信託契約解約の日とします。 

（受益証券の取得申込の勧誘の種類） 
第6条 この信託にかかる受益証券（第 11 条第 4 項の受益

証券不所持の申出があった場合は受益権とします。
以下、第 7 条および第 53 条において同じ。）の取
得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第
2 号イ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 9 項で定める適格機関投資
家私募により行われます。 

（受益者） 
第7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の

受益証券を投資対象とするシュローダー証券投信投
資顧問株式会社の証券投資信託の受託者である信託
銀行または信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 
第8条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

1,000 億口を上限に、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 9 条 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、一定日現在の受益
権を均等に再分割できます。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
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第9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
得た金額とします。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。 

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（受入担保金代用有価証券および第 27 条に規定
する借入公社債を除きます。）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
た金額をいいます。 

③ 第 29 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10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。 
（受益証券の発行および種類ならびに受益証券不所持の申
出） 
第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を

表示する記名式の受益証券を発行します。  

②  委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数

を表示した受益証券とします。  
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはで
きません。  

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者は、委託者に
対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券
の所持を希望しない旨を申し出ることができます。 

⑤ 前項の規定による申出は、その申出に係る受益権

の内容を明らかにしてしなければなりません。こ

の場合において、当該受益権に係る受益証券が発

行されているときは、当該受益者は、当該受益証

券を委託者に提出しなければなりません。 

⑥ 第4項の規定による申出を受けた委託者は、遅滞な

く、前項前段の受益権に係る受益証券を発行しな

い旨を受益権原簿に記載し、又は記録します。 

⑦ 委託者は、前項の規定による記載又は記録をした

ときは、第5項前段の受益権に係る受益証券を発行

しません。 

⑧ 第5項後段の規定により提出された受益証券は、第

6項の規定による記載又は記録をした時において、

無効となります。 

⑨ 第4項の規定による申出をした受益者は、いつでも、

委託者に対し、第5項前段の受益権に係る受益証券

を発行することを請求することができます。この

場合において、同項後段の規定により提出された

受益証券があるときは、受益証券の発行に要する

費用は、当該受益者の負担とします。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 
第12条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行

するときは、その発行する受益証券がこの信託約款

に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりま

せん。  

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益

証券に記載し記名捺印することによって行います。  

（投資の対象とする資産の種類） 

第13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 20 条、第 21 条、第 22 条および第 23 条
に定めるものに限ります。 

ハ．金銭債権 
ニ．約束手形 
2.次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 
第14条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券（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.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・ペーパー 
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。）および新
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
および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 号までの証券および第 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 号の証券の性質を有するもの、および
第 14 号の証券のうち投資法人債券を以下「公社
債」といい、第 13 号の証券および第 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。 

④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証
券およ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。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価
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15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（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、次項および第 30 条において同
じ。）、第 30 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、前 2 条に掲げる資産への投資
等ならびに第 19 条から第 23 条、第 25 条から第 27
条、第 29 条、第 33 条および第 34 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 5 項および同条第 6 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、前 2 条に掲げる資産へ
の投資等ならびに第 19 条から第 23 条、第 25 条か
ら第 27 条、第 29 条、第 33 条および第 34 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16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。 

（投資する株式等の範囲） 
第17条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券は、第 16 条の運用の基
本方針の範囲内で、金融商品取引所に上場（上場予
定も含みます。）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、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 
第18条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式、新

株引受権証券およ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。 

（信用取引の指図範囲） 
第19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り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、次の各号に掲げる有価証
券の発行会社の発行する株券について行うことがで
きるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計
数を超えないものとします。 
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権
利行使により取得する株券 

2 株式分割により取得する株券 
3 有償増資により取得する株券 
4 信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新
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（以下会社法施行前の旧商法第 341 条
ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新
株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。）における新株予約権の行使
により取得可能な株券 

（先物取引等の運用指図） 
第20条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価

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。）、有価証券指数等先
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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。）およ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。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに有
価証券先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券店頭指
数等先渡取引（金融商品取引法第 28 条第 8項第 4号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券店頭
オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 4
号ハに掲げるものをいいます。）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
ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同
じ） 

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に
係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨に係る先物取引および先物オプション取引、
ならびにわが国の金融商品取引所および外国の金融
商品取引所によらないで行う通貨に係る先物取引お
よ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、わが国の金融商品取引所における金利に
係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、
ならびにわが国の金融商品取引所によらないで行う
金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所によらないで行うこれらの取
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21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 5 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。 

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の
運用指図） 
第22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、為替先渡取引および
直物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、為替先渡取引および直物為替先渡取
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 5 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、為替先渡取引および直物為替先渡取
引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利
等を基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、為替先渡取引および直物
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」とは、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およ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」とは、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
国為替取引およ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な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。 

⑦ 本条において「直物為替先渡取引」とは、当事者間
において、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な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
ときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。 

（クレジットデリバティブ取引の運用指図） 
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、クレジットデリバティブ取引（金融商
品取引法第 2 条第 21 項第 5 号イおよび同条第 22 項
第 6 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）を
行なうことの指図をすることができます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第24条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債なら

びに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、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。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 
第25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および公社債を次の各号の範
囲内で貸付け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。 
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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、すみ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。 

（公社債の空売りの指図および範囲） 
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産の計算において行う信託財産に属さない公
社債を売り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、公社債（信託
財産により借り入れた公社債を含みます。）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、当該売付けに係る公社債の
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
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。 

（公社債の借入れの指図および範囲） 
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債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、当該借入れに係る公社債の時価総額
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
に係る公社債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、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。 

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28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および範囲) 
第29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、信託財産に係る為替の買
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30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 

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31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
れた法人でこの者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コマーシャル・ペーパ
ーまたは外国法人が発行する譲渡性預金証書は、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32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33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34条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券

にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およ
びその他の収入金を再投資することの指図ができま
す。 

（損益の帰属） 
第35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、すべて受益者に帰属します。 
（受託者による資金の立替え） 
第36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
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し出がある時は、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かかる償還金等、株式
の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の
配当金およびその他の未収入金で、信託終了日まで
にその金額を見積も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。 

（信託の計算期間） 
第37条 この信託の計算期間は、毎年 7 月 28 日から翌年 7

月 27 日までとします。ただし第 1計算期間について
は平成 20 年 4 月 28 日から平成 20 年 7 月 28 日まで
とします。 

② 前項にかかわらず、前項の各計算期間終了日に該当
する日（以下本項において「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 5条に定める信託期間の終了日とします。 

（利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付） 

第38条 委託者は、この信託については、利益相反のおそ

れがある取引を行なった場合における投資信託及び

投資法人に関する法律第13条第１項で定める書面の

交付を行ないません。 

（信託財産に関する報告等） 

第39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なわ
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40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要す

る諸費用および受託者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。 

（信託報酬の額） 
第41条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託

報酬を収受しません。 
（収益の留保） 
第42条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日まで信託

財産に留保し、期中には分配を行いません。 
（追加信託金および一部解約金の計理処理） 
第43条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額

と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっ
ては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約
差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免
責） 
第44条 受託者は、信託が終了したときは、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。）の全額を委託
者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付
した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に
任じません。 

（償還金の支払い） 
第45条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後は、

受益証券と引換えに受益者に当該償還金を支払いま
す。 

（信託の一部解約） 
第46条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託

の一部を解約します。 
② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の基準価額
に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額と
します。 

（信託契約の解約） 
第47条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前にこの

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、この信託の受益証券を投資対象とするこ
とを信託約款において定めるすべての証券投資信託
がその信託を終了させることとなる場合には、この
信託契約を解約し、信託を終了させます。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。 

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、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、第 2 項の規定に基づいてこの
信託契約を解約する場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第48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 52 条の規定に従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 
第49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52条の書面決
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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） 
第50条 委託者は、事業の全部また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または一部を承継
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51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生じ
たときは、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52条の規定に従い、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52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53条 第 47 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証
券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。この買取請求の手続に関する事項は、
第 47 条第 3項または前条第 2項に規定する書面に付
記します。 

（運用報告書） 
第54条 委託者は、この信託については、投資信託及び投

資法人に関する法律第 14 条で定める運用報告書の交
付を行ないません。 

（公告） 
第55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56条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、

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 20 年４月 28 日  （信託契約締結日） 
 
 

委託者 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 
 

 
 

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
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き投資家の請求により交付される目論見書です。 
 



 

 

 
 
 
 

１． この目論見書により行う「シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド」の受益権の募集につい

ては、シュローダー証券投信投資顧問株式会社（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 20 年 4 月 4 日に関東財務局長に提出

しており、平成 20 年 4 月 20 日にその届出の効力が生じております。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 20 年 5 月 16 日、平成 20 年 5 月 19 日、平成

20 年 6 月 10 日、平成 20 年 6 月 26 日、平成 20 年 7 月 1 日、平成 20 年 8 月 4 日、平成 20 年

9 月 1 日、平成 20 年 9 月 30 日および平成 20 年 10 月 24 日に関東財務局長に提出しておりま

す。 
２． 「シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組み入れられ

る有価証券等の値動きによる影響（外国証券には為替変動リスクもあります。）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、元本が

保証されているものではありません。 
３． 英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行若しくはニューヨー

クの銀行の休業日（後記「海外市場の休業日」参照）の場合には、買付・換金のお申込みの

受付けは行いませんので、ご留意ください。 

買付・換金のお申込みについては、詳しくは「第２ 手続等」をご覧ください。 
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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 20 年 4月 28 日 信託約款締結、ファンドの設定、運用開始 

 

第２ 【手続等】 

 

１ 【申込(販売)手続等】  

 

＜買付申込の受付け＞ 

申込期間中における各営業日に受益権の募集が行われます。 

買付申込の受付けは、原則として午後 3時（年末年始等の半休日の場合は午前 11 時）までに申

込みが行われ、かつ当該申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日

の申込み分とします。受付時間を過ぎてからの申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 

買付の申込日がロンドンまたはニューヨークの休業日(後記「海外市場の休業日」参照)に該当す

る場合には、当該買付の申込みを受付けません。 

 

金融商品取引所における取引の停止、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、

買付申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた買付申込の受付けを取り消すことがあ

ります。 

 

＜コースの選択＞ 

申込みには、分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が原則として税引き後無手数

料で自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。詳しくは、

販売会社または委託会社にお問い合わせください。 

「自動けいぞく投資コース」によりお申込みされる場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投

資約款」にしたがい「自動けいぞく投資契約」（同様の権利義務関係を規定する別の名称の契約

を含みます。）を締結します。 

  
＜買付価額と申込金額＞ 

買付価額は、買付申込日の翌営業日の基準価額とします。 

※自動けいぞく投資コースにかかる収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計算期間終

了日の基準価額とします。 

※申込金額は、買付価額に買付申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該申込手数料に係

る消費税等相当額を加算した額となります。 

 

＜申込単位＞ 

販売会社が定める単位とします。 

※自動けいぞく投資コースにかかる収益分配金を再投資する場合は 1 口単位とします。 

詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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＜振替受益権の振替口座簿への増加の記載または記録＞ 

買付申込者は販売会社に、買付申込と同時にまたは予め当該買付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し出るものとし、当該口座に当該買付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、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当

該口座に当該買付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】  

＜一部解約（解約請求）＞ 

一部解約の申込みの受付けは、原則として午後 3時（年末年始等の半休日の場合は午前 11 時）

までに申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したも

のを当日の申込み分とします。受付時間を過ぎてからの申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 

 

一部解約の申込日がロンドンまたはニューヨークの休業日(後記「海外市場の休業日」参照)に該

当する場合には、当該一部解約の申込みを受付けません。 

  

受益者は、一部解約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。 

委託会社は、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。 

  

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、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、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の

実行の請求の受付けを取り消すことができます。 

  

一部解約の実行の請求の受付け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け付けたものとして計算された価額とします。 

  

なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として 1 日 1 件あたり 10 億円を超える一部

解約の申込みは行えません。また、1日 1件 5 億円を超える一部解約の申込みは、正午（年末年

始等の半休日の場合は午前 9時 30 分）までとします。 

 

＜解約価額と解約代金＞ 

一部解約の価額（＝解約価額）は、一部解約の申込日の翌営業日の基準価額とします。手取額は、解

約価額から個別元本（注1）超過額に対する所得税および地方税を差し引いた金額となります。（注2） 

  

（注 1）「個別元本」とは、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

数料に係る消費税等相当額は含まれません。）をいいます。 

（注 2）平成 20 年 12 月 31 日までの税制に基づき記載しております。詳しくは、「投資信託説

明書（交付目論見書）」をご覧ください。 

解約代金は、原則として、受益者の請求を受け付けた日から起算して 6営業日目から販売会社に

て受益者に支払います。 

  

解約価額は、原則として、委託会社の営業日に日々計算されます。 
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解約価額につきましては、販売会社または下記においてご照会いただけます。 

・シュローダー証券投信投資顧問株式会社 

電話 03-5293-1323 

(受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時から午後 5 時まで／年末年始等の半休日の場合は午

前 11 時まで) 

 

＜換金の申込単位＞ 

販売会社が定める単位とします。 
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
 

＜振替受益権の振替口座簿への減少の記載または記録＞ 
換金の申込みを行う受益者は、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申込

み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。 

換金の申込みを受益者が行うときは、振替受益権をもって行うものとします。 
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[海外市場の休業日] 

英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行若しくはニューヨー

クの銀行の休業日（＝「ロンドンまたはニューヨークの休業日」）には、買付・換金の申込み

の受付けを行いません。 

ファンドの買付・換金の受付けが中止となる「ロンドンまたはニューヨークの休業日」は次の

とおりです。（2008 年 10 月から 2009 年 4 月までを掲載） 

 

ロンドン ニューヨーク 

2008 年 英国証券取引所、 

ロンドンの銀行の休業日 

ニューヨーク証券取引所、 

ニューヨークの銀行の休業日 

10 月 － －

11 月 － 11 月 11 日（火）、11 月 27 日（木）

12 月 12 月 25 日（木）、12 月 26 日（金） 12 月 25 日（木）

2009 年 
 

1 月 － 1月 19 日（月）

2月 － 2月 16 日（月）

3月 － －

4月 4 月 10 日（金）、4月 13 日（月） 4月 10 日（金）

 

※上記は、2008年10月24日の直近日現在で委託会社が認識できる休業日です。なお、休業日は変更され

ることがありますので、事前に販売会社にご確認ください。 
※上記表以降の休業日につきましては、販売会社または委託会社（電話：03-5293-1323）にお問い合わ

せいただくことによりご確認いただけます。 
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第３ 【管理及び運営】 

1 【資産管理等の概要】 

 

（1）【資産の評価】 

１．基準価額の算出方法 

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および借入有価証券を除く。）

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（注）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を、計算日における受益権総口数で除した 1口当たり（便

宜的に 1万口当たりで表示されることがあります。）の金額をいいます。なお、外貨建資産

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。また、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

買相場の仲値によって計算します。 
  

（注）ファンドの主な組入資産の評価方法 

資産の種類 評価方法 

公社債等 原則として以下のいずれかから入手した価額で評価 
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） 
・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気

配相場は使用しない。）  
・価格情報会社の提供する価額 

※ 上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。  

 

２． 基準価額の算出頻度  

基準価額は原則として、委託会社の営業日に日々計算されます。 
 

３． 基準価額の公表 

基準価額は原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「ブリ通貨」として掲載され

ます。 

なお、販売会社または下記においてもご照会いただけます。 

 ・シュローダー証券投信投資顧問株式会社 

電話 03－5293－1323（受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9 時から午後 5 時まで/年末

年始等の半休日の場合は午前 11 時まで）ホームページ  http：//www.schroders.co.jp 

 

（2）【保管】  

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等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、受

益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。 

 

（3）【信託期間】  

ファンドの信託期間は、平成 20 年 4 月 28 日（当初信託設定日）より平成 30 年 1 月 29 日までとしま

す。 
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（4）【計算期間】  

ファンドの計算期間は、毎年１月 28 日から 4月 27 日、4月 28 日から 7月 27 日、7月 28 日から 10

月 27 日および 10 月 28 日から翌年１月 27 日までとします。ただし、第 1計算期間については平成

20 年 4 月 28 日から平成 20 年 7 月 28 日までとします。 

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間

終了日は当該日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

 

（5）【その他】  

1．ファンドの償還条項と信託の終了  

（イ）委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの受益権の口数が、25 億

口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、信託を終了させることができ

ます。 

（ロ）委託会社は、信託終了前に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、信託を終了

させることができます。 

（ハ）上記（イ）または（ロ）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。また、この場合、委託会社は、上記（イ）または（ロ）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。 

（ニ）上記（ハ）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。以下本項

（ニ）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。 

（ホ）上記（ハ）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。 

（へ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、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、（ハ）から（ホ）までに規定するこの信託

契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。 

（ト）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。 

（チ）委託会社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
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きは、この信託は、後述「3.信託約款の変更等」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。  

（リ）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または裁判所が受託者を解任

した場合、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はあらかじめ監督官庁

に届出のうえ、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。   

 

2.運用報告書  

委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に運用報告書を作成し、

当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。  

 

3.信託約款の変更等 

（イ）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「3.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。 

（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（（イ）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。 

（ハ）上記（ロ）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。以下本項

（ハ）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。 

（ニ）上記（ロ）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。 

（ホ）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。 

（ヘ）上記（ロ）から（ホ）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。 

（ト）上記（イ）から（へ）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。 
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（チ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、信託約款を変更しようとするときは、上記（イ）

から（ト）までの規定にしたがいます。 

 

4.公告 

受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.関係法人との契約について 

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱いに関する契約書」（同様の権

利義務関係を規定する別の名称の契約を含みます。）の有効期間は、1年間とし、期間満了の 3

ヵ月前までに、委託会社、取扱販売会社いずれからも何らの意思表示もないときは、自動的に 1

年間更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

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.収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期

間終了日より起算して 5 営業日以内）から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に支払われます。なお、下記 4.に規定する時効前の収益分配金にか

かる収益分配金交付票は、その効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受

益者に支払います。 

2.上記 1.の規定にかかわらず、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係る受益権の売付けを行います。当該売付に

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.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。 

4.受益者が、収益分配金について支払開始日から 5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 

1.償還金は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、信託終了日後 1

ヵ月以内の委託会社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に対して受益権に係る抹消手続きと引き換えに支払われます。 

2.償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 

3.受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

  
③換金（解約）請求権 
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1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に 1 口単位、または販売会社が定める単位

をもって一部解約の実行の請求をすることができます。この場合、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申込みにかかるこの信託契約の一部解約を委託

会社が行うのと引き換えに、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。 

2.一部解約金は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、受益者の請

求を受け付けた日から起算して、原則として 6 営業日目から受益者に支払います。 

3.一部解約金の支払いは、委託会社の営業所等において行うものとします。 

 

④買取請求権 

信託契約の解約または重大な約款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

な約款変更等に反対した受益者は、受託会社に対して、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。この買取請求の手続に関する事項は、前記「1 資

産管理等の概要 (5）その他」の「1.ファンドの償還条項と信託の終了」または「3.信託約款の

変更等」に規定する書面に付記します。 

 

⑤帳簿閲覧権 

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

求することができます。 

 

⑥受益者集会 

受益者集会は開催しません。従ってその議決権は存在しません。 
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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）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）に基づいて作成しております。 

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)当ファンドの当計算期間は、信託約款第 41 条により、平成 20 年 4月 28 日から平成 20 年

7 月 28 日までとなっております。 

 

(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 期計算期間（平

成 20 年 4 月 28 日から平成 20 年 7 月 28 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】 
 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 
 
(1) 【貸借対照表】 
  (単位：円)

期    別
 

第1期 
[平成20年7月28日現在] 

科    目 

注記
番号

金     額 

資産の部  
流動資産  

親投資信託受益証券  2,346,967,310
未収入金  4,218,128

流動資産合計  2,351,185,438
資産合計  2,351,185,438   
負債の部  

流動負債  
未払解約金  4,218,128
未払受託者報酬  225,767
未払委託者報酬  5,305,968
その他未払費用  282,188

流動負債合計  10,032,051
負債合計  10,032,051
純資産の部  

元本等  
元本  2,236,215,228
剰余金  

期末剰余金又は期末欠損金（△）  104,938,159
（分配準備積立金）  102,247,575

元本等合計  2,341,153,387
純資産合計  2,341,153,387
負債純資産合計  2,351,185,438

 

(2) 【損益及び剰余金計算書】 
 (単位：円)

期    別 第1期 
自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

科    目 

注記
番号

金     額 

営業収益  

有価証券売買等損益  108,476,373

営業収益合計  108,476,373

営業費用  

受託者報酬  225,767

委託者報酬  5,305,968

その他費用  282,188

営業費用合計  5,813,923

営業利益  102,662,450

経常利益  102,662,450

当期純利益  102,662,450

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額  414,875

剰余金増加額又は欠損金減少額  2,698,879

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額 

 2,698,879

剰余金減少額又は欠損金増加額  8,295
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額 

 8,295

分配金  －

期末剰余金又は期末欠損金（△）  104,938,159

 

(3) 【注記表】 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期別 
 

項目 

第1期 
自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

有価証券の評価基準及び評
価方法 

親投資信託受益証券 
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、
親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

期別 
項目 

第1期 
[平成20年7月28日現在] 

1.期首元本額 2,037,696,283円
期中追加設定元本額 218,508,338円
期中解約元本額 19,989,393円

2.計算期間末日における受
益権の総数 

2,236,215,228口

 
（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

期別 
 

項目 

第1期 
自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

分配金の計算過程 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（2,685,437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
（99,562,138円）、信託約款に規定される収益調整金（2,690,584円）及
び分配準備積立金（0円)より、分配対象収益は104,938,159円（1万口当
たり469.27円）ですが、分配を行っておりません。 

 
（有価証券に関する注記） 
第1期（平成20年7月28日現在） 
売買目的有価証券 

種   類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額 
親投資信託受益証券 2,346,967,310円 106,526,710円

合   計 2,346,967,310円 106,526,710円

 
（デリバティブ取引等に関する注記） 
第1期（自 平成20年4月28日 至 平成20年7月28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期（自 平成20年4月28日 至 平成20年7月28日） 
該当事項はありません。 
 
（1口当たり情報に関する注記） 

期別 
項目 

第1期 
[平成20年7月28日現在] 

1口当たり純資産額 1.0469円
（1万口当たり純資産額） (10,469円)

 
(4) 【附属明細表】 
 
第1 有価証券明細表 
（1）株式 
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該当事項はありません。 
 
（2）株式以外の有価証券 
    (単位：円)

種  類 銘      柄 券  面  総  額 評   価   額 備   考 

シュローダー・ブラジル・
レアル・マザーファンド 

535,346,902 590,112,890 
 

シュローダー・ロシア・ル
ーブル・マザーファンド 

553,250,992 578,313,261 
 

シュローダー・インド・ル
ピー・マザーファンド 

592,539,533 598,820,452 
 

親投資信託受益証券 

シュローダー・中国・人民
元・マザーファンド 

557,530,975 579,720,707 
 

合   計  2,238,668,402 2,346,967,310  

注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。 
 
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。 
 
（ 参 考 ） 
当ファンドは「シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド」受益証券、「シュローダー・ロシア・
ルーブル・マザーファンド」受益証券、「シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド」受益証券及
び「シュローダー・中国・人民元・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、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」はすべて同ファンドの受益証券です。 
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。 
 
「シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド」の状況 
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 
 

シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド 
 
(1)貸借対照表 
  (単位：円)

対 象 年 月 日  
[平成20年7月28日現在] 

科    目 

注記
番号

金     額 

資 産 の 部  

流 動 資 産  

コール・ローン  99,496,912

国債証券  477,907,746

派生商品評価勘定  12,762,900

未収利息  583,422

前払費用  437,983

流 動 資 産 合 計  591,188,963

資 産 合 計  591,188,963
   
負 債 の 部  

流 動 負 債  

未払解約金  1,054,531

流 動 負 債 合 計  1,054,531

負 債 合 計  1,054,531

純 資 産 の 部  

元  本  等  

元  本  535,346,902

剰 余 金  

剰余金又は欠損金（△）  54,787,530
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元 本 等 合 計  590,134,432

純 資 産 合 計  590,134,432

負債純資産合計  591,188,963

 
（2）注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

対象期間 
項目 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

1.有価証券の評価基準及び
評価方法 

国債証券 
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額
（ただし、売気配相場は使用しない。）又は価格情報会社の提供する価額
で時価評価しております。 

2.デリバティブ等の評価基
準及び評価方法 

直物為替先渡取引 
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当た
っては価格情報会社の提供する価額で評価しております。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

対象年月日
項目 [平成20年7月28日現在] 
1.期首元本額 509,424,070円
期中追加設定元本額 53,037,727円
期中解約元本額 27,114,895円
 
元本の内訳 
ファンド名 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 535,346,902円
計 535,346,902円

2.対象年月日における受益権の総数 535,346,902口

 
（有価証券に関する注記） 
（平成20年7月28日現在） 
売買目的有価証券 

種   類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額 

国債証券 477,907,746円 107,566円

合   計 477,907,746円 107,566円

 
（デリバティブ取引等に関する注記） 
Ⅰ取引の状況に関する事項  

対象期間 
項目 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

1.取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、直物為替先渡取引であ
ります。 

2.取引に対する取組方針 直物為替先渡取引は、将来の為替変動リスクの回避目的に限定せずに利
用する場合があります。 

3.取引の利用目的  直物為替先渡取引は、対象通貨の動きを反映する運用成果を目指してお
ります。 

4.取引に係るリスクの内容 直物為替先渡取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動によるリスク
であります。 

5.取引に係るリスクの管理
体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額
等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て
行っております。 

6.取引の時価等に関する事
項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、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取引の時価等に関する事項 
通貨関連 
     (単位：円)
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[平成20年7月28日現在] 

契約額等 
区 
 

分 
種    類 

 うち１年超 
時  価 評価損益 

直物為替先渡取引  

買      建  

ブラジルレアル 510,516,000 － 523,278,900 12,762,900

市場取 
引以外 
の取引 

  

合 計 510,516,000 － 523,278,900 12,762,900

（注）時価の算定方法 
1  価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価してお

ります。 
2  直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 
（自 平成 20 年 4 月 28 日 至 平成 20 年 7 月 28 日） 
該当事項はありません。 
 
（1口当たり情報に関する注記） 

対象年月日 
項目 

 
[平成20年7月28日現在] 

1口当たり純資産額 1.1023円
（1万口当たり純資産額） (11,023円)

 
（3）附属明細表 
 
第 1 有価証券明細表 
（1）株式 
該当事項はありません。 
 
（2）株式以外の有価証券 
   (単位：円)

種  類 銘   柄 券 面 総 額 評 価 金 額 備考 

国債証券 第35回 利付国債5年 478,000,000 477,907,746  
    

国債証券 小計  478,000,000 477,907,746  
    

合   計  478,000,000 477,907,746  
    

 
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 
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 
 
「シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド」の状況 
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 
 

シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド 
 
(1)貸借対照表 
  (単位：円)

対 象 年 月 日 
[平成20年7月28日現在] 

科    目 

注記
番号

金     額 
資 産 の 部  
流 動 資 産  
コール・ローン  96,509,634
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国債証券  477,907,746
派生商品評価勘定  3,907,750
未収利息  583,422
前払費用  437,983

流 動 資 産 合 計  579,346,535
資 産 合 計  579,346,535
   
負 債 の 部  
流 動 負 債  
未払解約金  1,054,531

流 動 負 債 合 計  1,054,531
負 債 合 計  1,054,531
純 資 産 の 部  
元  本  等  
元  本  553,250,992
剰 余 金  
剰余金又は欠損金（△）  25,041,012

元 本 等 合 計  578,292,004
純 資 産 合 計  578,292,004
負債純資産合計  579,346,535

 

（2）注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

対象期間 
項目 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

1.有価証券の評価基準及び
評価方法 

国債証券 
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額
（ただし、売気配相場は使用しない。）又は価格情報会社の提供する価額
で時価評価しております。 

2.デリバティブ等の評価基
準及び評価方法 

直物為替先渡取引 
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当た
っては価格情報会社の提供する価額で評価しております。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

対象年月日
項目 [平成20年7月28日現在] 
1.期首元本額 509,424,070円
期中追加設定元本額 54,391,147円
期中解約元本額 10,564,225円
 
元本の内訳 
ファンド名 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 553,250,992円
計 553,250,992円

2.対象年月日における受益権の総数 553,250,992口

 
（有価証券に関する注記） 
（平成20年7月28日現在） 
売買目的有価証券 

種   類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額 

国債証券 477,907,746円 107,566円

合   計 477,907,746円 107,566円

 

（デリバティブ取引等に関する注記） 
Ⅰ取引の状況に関する事項 

対象期間 
項目 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 
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1.取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、直物為替先渡取引であ
ります。 

2.取引に対する取組方針 直物為替先渡取引は、将来の為替変動リスクの回避目的に限定せずに利
用する場合があります。 

3.取引の利用目的 直物為替先渡取引は、対象通貨の動きを反映する運用成果を目指してお
ります。 

4.取引に係るリスクの内容 直物為替先渡取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動によるリスク
であります。 

5.取引に係るリスクの管理
体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額
等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て
行っております。 

6.取引の時価等に関する事
項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、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取引の時価等に関する事項 
通貨関連 
     (単位：円)

[平成20年7月28日現在] 

契約額等 
区 
 

分 
種    類 

 うち１年超 
時  価 評価損益 

直物為替先渡取引  

買      建  

ロシアルーブル 508,565,750 － 512,473,500 3,907,750

市場取 
引以外
の取引 

  

合 計 508,565,750 － 512,473,500 3,907,750

（注）時価の算定方法 
1  価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価してお

ります。 
2  直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 
（自 平成 20 年 4 月 28 日 至 平成 20 年 7 月 28 日） 
該当事項はありません。 
 
（1口当たり情報に関する注記） 

対象年月日 
項目 

 
[平成20年7月28日現在] 

1口当たり純資産額 1.0453円
（1万口当たり純資産額） (10,453円)
 
（3）附属明細表 
 
第 1 有価証券明細表 
（1）株式 
該当事項はありません。 
 
（2）株式以外の有価証券 
   (単位：円)

種  類 銘   柄 券 面 総 額 評 価 金 額 備考 

国債証券 第35回 利付国債5年 478,000,000 477,907,746  
    

国債証券 小計  478,000,000 477,907,746  
    

合   計  478,000,000 477,907,746  
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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 
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 
 
「シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド」の状況 
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 
 

シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド 
 
(1)貸借対照表 
  (単位：円)

対 象 年 月 日 
[平成20年7月28日現在] 

科    目 

注記
番号

金     額 
資 産 の 部  
流 動 資 産  
コール・ローン  100,256,065
国債証券  477,907,746
派生商品評価勘定  20,685,756
未収利息  583,422
前払費用  437,983

流 動 資 産 合 計  599,870,972
資 産 合 計  599,870,972
   
負 債 の 部  
流 動 負 債  
未払解約金  1,054,531

流 動 負 債 合 計  1,054,531
負 債 合 計  1,054,531
純 資 産 の 部  
元  本  等  
元  本  592,539,533
剰 余 金  
剰余金又は欠損金（△）  6,276,908

元 本 等 合 計  598,816,441
純  資  産  合  計  598,816,441
負債純資産合計  599,870,972

 

（2）注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

対象期間 
項目 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

1.有価証券の評価基準及び
評価方法 

国債証券 
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額
（ただし、売気配相場は使用しない。）又は価格情報会社の提供する価額
で時価評価しております。 

2.デリバティブ等の評価基
準及び評価方法 

直物為替先渡取引 
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当た
っては価格情報会社の提供する価額で評価しております。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

対象年月日
項目 [平成20年7月28日現在] 
1.期首元本額 509,424,070円
期中追加設定元本額 88,321,541円
期中解約元本額 5,206,078円
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元本の内訳 
ファンド名 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 592,539,533円
計 592,539,533円

2.対象年月日における受益権の総数 592,539,533口

 
（有価証券に関する注記） 
（平成20年7月28日現在） 
売買目的有価証券 

種   類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額 
国債証券 477,907,746円 107,566円

合   計 477,907,746円 107,566円

 
（デリバティブ取引等に関する注記） 
Ⅰ取引の状況に関する事項 

対象期間 
項目 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

1.取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、直物為替先渡取引であ
ります。 

2.取引に対する取組方針 直物為替先渡取引は、将来の為替変動リスクの回避目的に限定せずに利
用する場合があります。 

3.取引の利用目的 直物為替先渡取引は、対象通貨の動きを反映する運用成果を目指してお
ります。 

4.取引に係るリスクの内容 直物為替先渡取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動によるリスク
であります。 

5.取引に係るリスクの管理
体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額
等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て
行っております。 

6.取引の時価等に関する事
項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、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取引の時価等に関する事項 
通貨関連 
     (単位：円)

[平成20年7月28日現在] 
契約額等 

区 
 

分 
種    類 

 うち１年超 
時  価 評価損益 

直物為替先渡取引  

買      建  

インドルピー 508,388,244 － 529,074,000 20,685,756

市場取 
引以外 
の取引 

  

合 計 508,388,244 － 529,074,000 20,685,756

（注）時価の算定方法 
1  価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価してお

ります。 
2  直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 
（自 平成 20 年 4 月 28 日 至 平成 20 年 7 月 28 日） 
該当事項はありません。 
 
（1口当たり情報に関する注記） 

対象年月日 
項目 

 
[平成20年7月28日現在] 

1口当たり純資産額 1.0106円
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（1万口当たり純資産額） (10,106円)

 
（3）附属明細表 
 
第 1 有価証券明細表 
（1）株式 
該当事項はありません。 
 
（2）株式以外の有価証券 
   (単位：円)

種  類 銘   柄 券 面 総 額 評 価 金 額 備考 

国債証券 第35回 利付国債5年 478,000,000 477,907,746  
    

国債証券 小計  478,000,000 477,907,746  
    

合   計  478,000,000 477,907,746  
    

 
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 
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 
 
「シュローダー・中国・人民元・マザーファンド」の状況 
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 
 

シュローダー・中国・人民元・マザーファンド 
 
(1)貸借対照表 
  (単位：円)

対 象 年 月 日 
[平成20年7月28日現在] 

科    目 

注記
番号

金     額 
資 産 の 部  
流 動 資 産  
コール・ローン  98,743,457
国債証券  477,907,746
派生商品評価勘定  3,087,360
未収利息  583,422
前払費用  437,983

流 動 資 産 合 計  580,759,968
資 産 合 計  580,759,968
   
負 債 の 部  
流 動 負 債  
未払解約金  1,054,535

流 動 負 債 合 計  1,054,535
負 債 合 計  1,054,535
純  資  産  の  部  
元  本  等  
元  本  557,530,975
剰 余 金  
剰余金又は欠損金（△）  22,174,458

元 本 等 合 計  579,705,433
純  資  産  合  計  579,705,433
負債純資産合計  580,759,968
 
（2）注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 
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対象期間 
項目 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

1.有価証券の評価基準及び
評価方法 

国債証券 
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額
（ただし、売気配相場は使用しない。）又は価格情報会社の提供する価額
で時価評価しております。 

2.デリバティブ等の評価基
準及び評価方法 

直物為替先渡取引 
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当た
っては価格情報会社の提供する価額で評価しております。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

対象年月日
項目 [平成20年7月28日現在] 
1.期首元本額 509,424,073円
期中追加設定元本額 54,387,053円
期中解約元本額 6,280,151円
 
元本の内訳 
ファンド名 

シュローダー・ＢＲＩＣｓ通貨ファンド 557,530,975円
計 557,530,975円

2.対象年月日における受益権の総数 557,530,975口

 
（有価証券に関する注記） 
（平成20年7月28日現在） 
売買目的有価証券 

種   類 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含まれた評価差額 
国債証券 477,907,746円 107,566円

合   計 477,907,746円 107,566円

 
（デリバティブ取引等に関する注記） 
Ⅰ取引の状況に関する事項  

対象期間 
項目 

自 平成20年4月28日 
至 平成20年7月28日 

1.取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、直物為替先渡取引であ
ります。 

2.取引に対する取組方針 直物為替先渡取引は、将来の為替変動リスクの回避目的に限定せずに利
用する場合があります。 

3.取引の利用目的 直物為替先渡取引は、対象通貨の動きを反映する運用成果を目指してお
ります。 

4.取引に係るリスクの内容 直物為替先渡取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動によるリスク
であります。 

5.取引に係るリスクの管理
体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額
等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て
行っております。 

6.取引の時価等に関する事
項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、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取引の時価等に関する事項 
通貨関連 
     (単位：円)

[平成20年7月28日現在] 
契約額等 

区 
 

分 
種    類 

 うち１年超 
時  価 評価損益 

直物為替先渡取引  
市場取 
引以外 
の取引 

買      建  
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中国人民元 508,899,840 － 511,987,200 3,087,360 
  

合 計 508,899,840 － 511,987,200 3,087,360

（注）時価の算定方法 
1  価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価してお

ります。 
2  直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 
（自 平成 20 年 4 月 28 日 至 平成 20 年 7 月 28 日） 
該当事項はありません。 
 
（1口当たり情報に関する注記） 

対象年月日 
項目 

 
[平成20年7月28日現在] 

1口当たり純資産額 1.0398円
（1万口当たり純資産額） (10,398円)
 
（3）附属明細表 
 
第 1 有価証券明細表 
（1）株式 
該当事項はありません。 
 
（2）株式以外の有価証券 
   (単位：円)

種  類 銘   柄 券 面 総 額 評 価 金 額 備考 

国債証券 第35回 利付国債5年 478,000,000 477,907,746  
    

国債証券 小計  478,000,000 477,907,746  
    

合   計  478,000,000 477,907,746  
    

 
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 
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 
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２【ファンドの現況】 

・純資産額計算書 

                                             (平成 20 年 8 月 29 日現在／単位：円)

Ⅰ 資産総額 2,336,842,333

Ⅱ 負債総額 4,164,704

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,332,677,629

Ⅳ 発行済数量(口) 2,269,287,589

Ⅴ 
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 

(1 万口当たり純資産額) 

1.0279

(10,279)

 

参考：シュローダー・ブラジル・レアル・マザーファンド       

(平成 20 年 8月 29 日現在／単位：円)

Ⅰ 資産総額 589,519,589

Ⅱ 負債総額 352,578

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 589,167,011

Ⅳ 発行済数量(口) 542,090,539

Ⅴ 
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 

(1 万口当たり純資産額) 

1.0868

(10,868)

 

参考：シュローダー・ロシア・ルーブル・マザーファンド       

(平成 20 年 8月 29 日現在／単位：円)

Ⅰ 資産総額 582,459,792

Ⅱ 負債総額 18,774,828

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 563,684,964

Ⅳ 発行済数量(口) 560,475,746

Ⅴ 
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 

(1 万口当たり純資産額) 

1.0057

(10,057)

 

参考：シュローダー・インド・ルピー・マザーファンド       

(平成 20 年 8月 29 日現在／単位：円)

Ⅰ 資産総額 594,444,330

Ⅱ 負債総額 352,578

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 594,091,752

Ⅳ 発行済数量(口) 599,884,298

Ⅴ 
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 

(1 万口当たり純資産額) 

0.9903

(9,903)
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参考：シュローダー・中国・人民元・マザーファンド       

(平成 20 年 8月 29 日現在／単位：円)

Ⅰ 資産総額 589,389,666

Ⅱ 負債総額 352,578

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 589,037,088

Ⅳ 発行済数量(口) 564,662,718

Ⅴ 
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 

(1 万口当たり純資産額) 

1.0432

(10,432)

 

第５【設定及び解約の実績】 

計算期間 設定口数 解約口数 

第1期 2,256,204,621 19,989,393
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