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平成 28 年６月 17 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(予定)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、下記のとおり投資信託約款の変更を予定しておりますの

でお知らせいたします。 

 

なお、当該投資信託約款の変更が成立した場合には、当ファンドの名称を「ピクテ・ゴールド」に

変更させていただく予定です。 

 

敬具 

 

記 

 

１．予定している変更の内容 

① 実質的な主要投資対象を現行の「金および公社債」から「金」のみに変更いたします。 

② 上記①に伴い、投資対象とする投資信託証券の選定条件を変更いたします。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行うことに変更いたします。 

④ 計算期間を一月(毎月決算)から一年(年１回決算)に変更するとともに、収益分配方針を変更い

たします。 

(「書面決議参考書類」１．投資信託約款の新旧対照表(案)」をご参照ください。)  

 

２．変更の理由 

当ファンドは、金価格の値動きを概ね捉えるとともに、資産の一部を公社債に投資することにより

利金等収益の確保を図ることを目的としております。しかしながら、世界的な債券利回りの低下によ

り分配対象額でもある利金等収益の十分な確保が困難になりつつあります。このような状況下、当フ

ァンドの商品性を見直し、毎月の決算時に収益分配を目指すものから、決算頻度を年１回とし、信託

財産の成長を重視するものへ変更いたします。これに伴い、「金」への実質投資比率を引き上げ、よ

り金価格の値動きを反映するものに変更することが投資者の皆様に対する金への投資機会の提供に

資すると判断いたしました。さらに、為替変動による影響を排除することで日々の米ドル建ての金価

格に近い値動きとなるよう為替ヘッジを行うように変更いたします。また、当ファンドの当初設定時

に想定しておりました金のデリバティブ取引を行う投資対象投資信託証券に投資する可能性がなく

なったため、併せて所要の変更を行うことといたします。 

 

３．変更に係る書面決議の手続きおよび日程 

① 受益者および受益権口数の確定 平成 28 年６月 17 日(金) 

② 書面による議決権の行使期限 平成 28 年７月 12 日(火) 

③ 書面決議の日 平成 28 年７月 13 日(水) 

④ 約款変更適用予定日 平成 28 年７月 29 日(金) 

 

本書面決議の議決権の行使は、平成 28 年６月 17 日時点の受益者の皆様(平成 28 年６月 15 日まで

に取得申込みをされた方を含みます。以下同じ。)を対象としております。 
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本書面決議は、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以上の賛成により可決さ

れます。この場合、平成 28 年７月 14 日付で信託約款の変更の届出を行い、平成 28 年７月 29 日より

適用する予定です。 

また、上記の議決権数による賛成を得られず、本書面決議が否決された場合は、投資信託約款の変

更は行いません。書面決議の結果はピクテ投信投資顧問株式会社のホームページ(www.pictet.co.jp)

または後記のお問い合わせ先にてご確認いただけます。 

 

４．書面決議の方法について 

議決権の行使は、添付の「議決権行使書面」に必要事項をご記入のうえ、委託者であるピクテ投信

投資顧問株式会社へご提出いただくことにより行われます。 

「議決権行使書面」の委託者への提出は、ご郵送によりお願いいたします。議決権の行使の期限(平

成 28 年７月 12 日)までの委託者到着分を有効とします。 

なお、受益者の方が「議決権行使書面」を委託者へ提出せず、議決権を行使しないときは、本書面

決議について賛成するものとみなされますので、賛成いただける場合には特段のお手続きの必要はご

ざいません。 

 

― 議決権行使書等のご郵送先 ― 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内２-２-１ 岸本ビル７階 

ピクテ投信投資顧問株式会社 議決権行使書面受付窓口 宛 

 

受益者の方が議案についての賛否の欄に記載がない議決権行使書面を委託者に提出した場合には

書面決議について賛成するものとみなします。 

受益者の方が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する

議決権の行使の内容が異なるものであるときは、すべての議決権に関して無効とさせていただきます。 

議決権行使書面に不備等がある場合には、そのご提出を無効とさせていただくことがあります。 

議決権の行使をされた受益者の方に関しては、受益者の情報を取扱販売会社とピクテ投信投資顧問

株式会社との間で共有することにご同意いただいたものとさせていただきます。 

 

お問い合わせ先･･･ 

ピクテ投信投資顧問株式会社 マーケティング本部 (電話)03-3212-3061 

 

以上 
 

【個人情報の取扱いに関して】 

書面決議に際して委託者へご提出いただいた個人情報は、議決権行使受益権口数の管理を利用目的とし、他の目的に

は使用いたしません。個人情報は、個人情報保護方針にしたがって管理されます。 
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書面決議参考書類 
 

 

１．投資信託約款の新旧対照表(案) 

(下線部分   は変更箇所を示します。) 
変更後 現行 

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＞ 

 

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、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＞ 
 



2/3 

 

 

２．投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 

平成 28 年７月 29 日 

 

３．投資信託約款の変更の中止に関する条件 

本書面決議において、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以上に当たる賛成

を得られない場合には、本投資信託約款の変更は中止されます。 

 

４．投資信託約款の変更をする理由 

当ファンドは、金価格の値動きを概ね捉えるとともに、資産の一部を公社債に投資することにより

利金等収益の確保を図ることを目的としております。しかしながら、世界的な債券利回りの低下によ

り分配対象額でもある利金等収益の十分な確保が困難になりつつあります。このような状況下、当フ

ァンドの商品性を見直し、毎月の決算時に収益分配を目指すものから、決算頻度を年１回とし、信託

財産の成長を重視するものへ変更いたします。これに伴い、「金」への実質投資比率を引き上げ、よ

り金価格の値動きを反映するものに変更することが投資者の皆様に対する金への投資機会の提供に

資すると判断いたしました。さらに、為替変動による影響を排除することで日々の米ドル建ての金価

格に近い値動きとなるよう為替ヘッジを行うように変更いたします。また、当ファンドの当初設定時

に想定しておりました金のデリバティブ取引を行う投資対象投資信託証券に投資する可能性がなく

なったため、併せて所要の変更を行うことといたします。 

 

５．投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実 

特にありません。 

 

以上 
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【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、前記の投資信託約款の変更が成

立した場合には、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

更を行う予定としております。 

(下線部分   は変更箇所を示します。) 
変更後 現行 

(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 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 

(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) 

 

(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 

 

 

以上


