
 

                                           
 

平成 28 年 7 月 14 日 

受益者の皆様へ 

ピクテ投信投資顧問株式会社 

 

「ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型)」 

投資信託約款変更(決定)のお知らせ 

 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、弊社では追加型証券投資信託「ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型)」(以下「当ファ

ンド」といいます。)につきましては、平成 28 年 6 月 17 日付書面にて受益者の皆様へお知らせを行い、

投資信託約款(主要投資対象)の変更に係る議決権の行使を受付けました。 

この結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上の賛成が得られましたの

で本議案は可決されました。したがいまして、当ファンドは予定どおり平成 28 年 7 月 29 日をもちまして

下記のとおり投資信託約款の変更を適用させていただきます。 

なお、当該投資信託約款の変更にあわせて、当初ご案内のとおり、当ファンドの名称を「ピクテ・ゴー

ルド」に変更させていただきます。 

受益者の皆様からの日頃のご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますと共に、今後ともより一

層のお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬 具 

 
 



 
                                           

 
記 

 

投資信託約款の新旧対照表 

(下線部分   は変更箇所を示します。) 
変更後 変更前 

運用の基本方針 

 

約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次の

ものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、主に投資信託証券に投資を行

い、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行

います。 

運用の基本方針 

 

約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次の

ものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、主に投資信託証券に投資を行

い、信託財産の成長と利金等収益の確保を図るこ

とを目的に運用を行います。 

 
２．運用方法 

(１)投資対象 

別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証

券」といいます。)を主要投資対象とします。指

定投資信託証券は、主に金に投資する投資信託お

よび元本の安定性の確保を目的とする投資信託

の受益証券または投資証券とします。なお、指定

投資信託証券は委託者により適宜見直され、前記

の選定条件に該当する範囲において変更される

ことがあります。 

２．運用方法 

(１)投資対象 

別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証

券」といいます。)を主要投資対象とします。指

定投資信託証券は、主に金に投資または金を対象

としたデリバティブ取引(金に係る外貨建資産に

ついては、原則として為替ヘッジを行いません。)

を行う投資信託証券、主に公社債に投資(外貨建

資産については為替ヘッジを行います。)を行う

投資信託証券またはこれらの投資方針を有する

投資信託証券とします。なお、指定投資信託証券

は委託者により適宜見直され、前記の選定条件に

該当する範囲において変更されることがありま

す。 

 

(２)投資態度 

① 投資信託証券への投資を通じて、実質的に金

に投資します。 

 

 

 

 

② 投資信託証券の組入比率は、原則として高位

を保ちます。 

③ 金の実質組入比率は、原則として高位を保ち

ます。 

④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッ

ジを行い為替リスクの低減を図ります。 

⑤ 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)投資態度 

① 投資信託証券への投資を通じて、金価格の値

動きを概ねとらえることを目指す(金に係る外

貨建資産については、原則として為替ヘッジを

行いません。)とともに、公社債に投資(外貨建

資産については為替ヘッジを行います。)する

ことを基本とします。 

② 投資信託証券の組入比率は、原則として高位

を保ちます。 

③ 金の実質組入比率は、原則として高位を保ち

ます。 

 

 

④ 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 

＜略＞ 

(３)投資制限 

＜同左＞ 

 

３．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配

を行います。 

① ＜略＞ 

② 収益分配金額は、基準価額の水準および市況

３．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配

を行います。 

① ＜同左＞ 

② 収益分配金額は、基準価額の水準および市況

 
 



 
                                           

動向等を勘案して委託者が決定します。ただ

し、必ず分配を行うものではありません。 

 

③ ＜略＞ 

 

動向等を勘案して委託者が決定します。ただ

し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わ

ないこともあります。 

③ ＜同左＞ 

 

(信託の計算期間) 

第 31 条 この信託の計算期間は、毎年７月 16日か

ら翌年７月 15日までとすることを原則とします。

ただし、第１計算期間は信託契約締結日から平成

24 年１月 16 日までとします。 

② ＜略＞ 

 

(信託の計算期間) 

第 31 条 この信託の計算期間は、毎月 16 日から翌

月 15 日までとすることを原則とします。ただし、

第１計算期間は信託契約締結日から平成 24 年１

月 16 日までとします。 

② ＜同左＞ 

 
 

【ご参考】 

冒頭に記載したとおり、このたびの書面決議の対象とはなりませんが、当ファンドの名称を「ピクテ・ゴ

ールド」に変更いたします。また、その他以下のとおり信託報酬率の引き下げならびに投資対象とする投

資信託証券および所要の変更を行います。 

(下線部分   は変更箇所を示します。) 
変更後 変更前 

(信託報酬等の総額) 

第 34条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、

第 31 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 49の率を乗じ

て得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月

終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日

の翌営業日)および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 ＜略＞ 

 

(信託報酬等の総額) 

第 34条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、

第 31 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 109 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 ＜同左＞ 

 
(付表) 

１．別に定める投資信託証券 

＜略＞ 

(平成 28 年７月 29 日から同年７月 31 日まで) 

イ．スイス籍外国投資信託 

ピクテ(ＣＨ)プレシャス・メタル・ファンド‐フ

ィジカル・ゴールド クラスＩ ｄｙ ＪＰＹ受

益証券 

(Pictet (CH) Precious Metals Fund - Physical 

Gold  I dy JPY Units) 

ロ．スイス籍外国投資信託 

ピクテ(ＣＨ)プレシャス・メタル・ファンド‐フ

ィジカル・ゴールド クラスＩ ｄｙ ＵＳＤ受

益証券 

(Pictet (CH) Precious Metals Fund - Physical 

Gold  I dy USD Units) 

ハ．ルクセンブルグ籍外国投資法人 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット

ＪＰＹ クラスＩ投資証券 

(Pictet ‐ Short-Term Money Market JPY I 

Shares) 

ニ．ルクセンブルグ籍外国投資法人 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット

ＵＳＤ クラスＩ投資証券 

(付表) 

１．別に定める投資信託証券 

＜同左＞ 

 

イ．スイス籍外国投資信託 

ピクテ(ＣＨ)プレシャス・メタル・ファンド‐フ

ィジカル・ゴールド クラスＩ ｄｙ ＪＰＹ受

益証券 

(Pictet (CH) Precious Metals Fund - Physical 

Gold  I dy JPY Units) 

ロ．内国証券投資信託(親投資信託) 

ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド 

受益証券 

 

 
 



 
                                           

(Pictet ‐ Short-Term Money Market USD I 

Shares) 

 

(平成 28 年８月１日以降) 

イ．スイス籍外国投資信託 

ピクテ(ＣＨ)プレシャス・メタル・ファンド‐フ

ィジカル・ゴールド クラスＩ ｄｙ ＵＳＤ受

益証券 

(Pictet (CH) Precious Metals Fund - Physical 

Gold  I dy USD Units) 

ロ．ルクセンブルグ籍外国投資法人 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット

ＪＰＹ クラスＩ投資証券 

(Pictet ‐ Short-Term Money Market JPY I 

Shares) 

ハ．ルクセンブルグ籍外国投資法人 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット

ＵＳＤ クラスＩ投資証券 

(Pictet ‐ Short-Term Money Market USD I 

Shares) 

 

 
以 上 

 
 


