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平成 29 年 1 月 

受益者の皆さまへ 

明治安田アセットマネジメント株式会社 

 

 

明治安田中国人民元建債券ファンド Ａコース（円基準） 

明治安田中国人民元建債券ファンド Ｂコース（米ドル基準） 

信託終了（繰上償還）の予定に関する書面決議のご通知 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、ご投資いただいております追加型証券投資信託 明治安田中国人民元建債券ファンド Ａ

コース（円基準）、明治安田中国人民元建債券ファンド Ｂコース（米ドル基準）（以下「当ファ

ンド」ということがあります。）は、平成 23 年（2011 年）11 月 30 日の設定以来、受益者の皆さ

まの資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額は減少傾

向にあり、投資信託約款に定められた受益権口数（10 億口）を下回る状態となっております。今

後当ファンドの純資産総額の大幅な改善を期待するのは困難な状況であると同時に、運用の基本

方針に則った運用の継続が維持できなくなることが懸念されます。 

よって当ファンドにつきまして、法令の定めに基づいた書面決議による信託終了（繰上償還）を

予定しておりますのでお知らせいたします。 

何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

1．信託終了（繰上償還）対象ファンド 

追加型証券投資信託  

明治安田中国人民元建債券ファンド Ａコース（円基準） 

明治安田中国人民元建債券ファンド Ｂコース（米ドル基準） 

 

２．日程について 

① 受益者の確定日 

② 書面による議決権行使の期限 

③ 書面による決議の日 

④ 信託終了（繰上償還）日 

：平成 29 年 1 月 27 日 

：平成 29 年 2 月 16 日まで（必着） 

：平成 29 年 2 月 17 日 

：平成 29 年 3 月 23 日(予定) 

解約申込は平成 29 年 3 月 21 日まで通常通り受付けます。 
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３．書面決議の方法 

信託終了（繰上償還）の書面決議において、平成 29 年 1 月 27 日現在の受益者は受益権の口数に

応じて議決権を有し、これを行使することができます。 

当該受益者は、議決権行使書面に信託終了（繰上償還）について、賛成または反対される旨をご

記入のうえ、平成 29 年 2 月 16 日（必着）までに下記の宛先へご送付ください。 

 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門３丁目４番７号 

明治安田アセットマネジメント株式会社 投信ディスクロージャー部 議決権行使書面受付係 宛 

 

本書面決議において議決権を行使されない場合（議決権行使書面を当社にご返送いただかない場

合）は、信託終了（繰上償還）に賛成するものとさせていただきます。 

 

信託終了（繰上償還）にご同意いただける場合、お手続（議決権行使書面のご返送）は不要です。 

 

[留意事項] 

• 「本議案についての賛否」欄に記載がない場合は、賛成するものとさせていただきます。 

• 同一の受益者の方が本議案について、重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使の内

容が異なるときは、全ての議決権が無効となりますのでご了承ください。 

• 議決権の行使にあたり、お客さまに関する個人情報を販売会社および委託会社が共有すること

にご同意いただいたことといたしますのでご了承ください。なお、当該手続に伴い当社が取得

したお客さまに関する個人情報は、議決権行使受益権口数の管理を目的に利用するもので、そ

の範囲を超えて利用することはありません。 

• 郵便事情等により議決権行使書面が未着となった場合、当社はその責を負いません。 

 

４．書面決議の判定 

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三分の二以上の賛成をもって可

決されます。その場合、予定通り信託終了（繰上償還）を行います。 

ただし、上記による賛成が得られず、議案が否決された場合は、信託終了（繰上償還）を行いま

せん。この場合、信託終了（繰上償還）を行わない旨およびその理由を速やかにお知らせいたし

ます。 

なお、信託終了（繰上償還）の決定（平成 29 年 2 月 17 日予定）につきましては、当社ホームペ

ージ上にてご確認いただけます。 

 

５.繰上償還決定から償還までの運用について 

繰上償還決定から償還まで基準価額は変動いたしますが、償還準備のため組み入れ有価証券等を

売却すること等により、償還までの期間においては運用の基本方針に沿った運用ができなくなる

ことがある点にご留意ください。また、当ファンドは外国投資信託に投資しているため、当該資

産の償還準備にかかる費用等が発生する場合があります。 
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６．反対受益者の受益権買取請求の不適用について 

法令諸規則の改正により平成 26 年 12 月１日付で約款変更を行い、解約請求による換金が可能で

ある当ファンドは、繰上償還や信託約款の重大な変更等に際し、反対受益者の受益権買取請求が

適用されないこととなりました。したがいまして、この度の信託終了（繰上償還）に反対された

受益者の方で、信託終了（繰上償還）前に換金を希望される方は、平成 29 年 3 月 21 日までに通

常の換金手続による換金をご利用下さい。 

 

ご不明な点がございましたら、お取扱いの販売会社または下記へお問合せください。 

以上 

 

明治安田アセットマネジメント株式会社 

フリーダイヤル：0120-565787（受付時間：土・日・祝日を除く午前 9時～午後 5時） 

 

ご参考【約款】 

明治安田中国人民元建債券ファンド Ａコース（円基準）／Ｂコース（米ドル基準） 

 

（信託契約の解約） 
第 40 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託契約締

結日から 3年経過以降において受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、ま

たはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは

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

信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約

しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
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書面決議参考書類 

 

 

 

１．投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項 

追加型証券投資信託 明治安田中国人民元建債券ファンド Ａコース（円基準）、明治安田中国人

民元建債券ファンド Ｂコース（米ドル基準）（以下「当ファンド」ということがあります。）は、

平成 23 年（2011 年）11 月 30 日の設定以来、受益者の皆さまの資産運用の一助となるべく運用を

行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額は減少傾向にあり、投資信託約款に定められた

受益権口数（10 億口）を下回る状態となっております。今後当ファンドの純資産総額の大幅な改

善を期待するのは困難な状況であると同時に、運用の基本方針に則った運用の継続が維持できな

くなることが懸念されます。 

よって当ファンドにつきまして、法令の定めに基づいた書面決議による信託終了（繰上償還）

を予定しておりますのでお知らせいたします。 

 

２．投資信託契約の解約がその効力を生ずる日 

平成 29 年 3 月 23 日 

３．投資信託契約の解約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三分の二以上に当たる

賛成を得られない場合には、当ファンドの解約の手続は中止されます。 

 

４．投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実 

該当事項はありません。 

 

５．直前に作成された財産状況開示資料等の内容 

 



 

 

明治安田中国人民元建債券ファンド Ａコース（円基準） 

 

（１）【貸借対照表】 

  
第９期 

（平成28年４月25日現在） 

第10期 

（平成28年10月25日現在） 

科目 金額（円） 金額（円） 

資産の部 

流動資産 

金銭信託 18,256,247 22,535,742

投資信託受益証券 776,897,275 727,661,266

親投資信託受益証券 20,060,000 20,054,000

流動資産合計 815,213,522 770,251,008

資産合計 815,213,522 770,251,008

負債の部 

流動負債 

未払収益分配金 4,433,909 4,584,370

未払解約金 957,487 -

未払受託者報酬 139,452 123,144

未払委託者報酬 4,043,990 3,570,995

その他未払費用 23,534 21,546

流動負債合計 9,598,372 8,300,055

負債合計 9,598,372 8,300,055

純資産の部 

元本等 

元本 886,781,931 916,874,062

剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △81,166,781 △154,923,109

（分配準備積立金） 25,373,247 25,972,471

元本等合計 805,615,150 761,950,953

純資産合計 805,615,150 761,950,953

負債純資産合計 815,213,522 770,251,008

 

 



 

 

（２）【損益及び剰余金計算書】 

  

第９期 

（自 平成27年10月27日 

    至 平成28年４月25日） 

第10期 

（自 平成28年４月26日 

    至 平成28年10月25日） 

科目 金額（円） 金額（円） 

営業収益 

受取配当金 9,485,422 9,131,160

受取利息 287 -

有価証券売買等損益 △75,025,384 △70,242,009

営業収益合計 △65,539,675 △61,110,849

営業費用 

受託者報酬 139,452 123,144

委託者報酬 4,043,990 3,570,995

その他費用 23,534 26,211

営業費用合計 4,206,976 3,720,350

営業利益又は営業損失（△） △69,746,651 △64,831,199

経常利益又は経常損失（△） △69,746,651 △64,831,199

当期純利益又は当期純損失（△） △69,746,651 △64,831,199

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額

（△） 

△3,510,490 △1,142,752

期首剰余金又は期首欠損金（△） △11,250,344 △81,166,781

剰余金増加額又は欠損金減少額 945,616 1,531,364

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 

欠損金減少額 
945,616 1,531,364

剰余金減少額又は欠損金増加額 191,983 7,014,875

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 

欠損金増加額 
191,983 7,014,875

分配金 4,433,909 4,584,370

期末剰余金又は期末欠損金（△） △81,166,781 △154,923,109

 

 

 





 

 

明治安田中国人民元建債券ファンド Ｂコース（米ドル基準） 

 

（１）【貸借対照表】 

  
第９期 

（平成28年４月25日現在） 

第10期 

（平成28年10月25日現在） 

科目 金額（円） 金額（円） 

資産の部 

流動資産 

金銭信託 13,391,706 13,406,380

投資信託受益証券 509,707,731 495,513,714

親投資信託受益証券 20,060,000 20,054,000

流動資産合計 543,159,437 528,974,094

資産合計 543,159,437 528,974,094

負債の部 

流動負債 

未払収益分配金 2,840,976 2,859,830

未払解約金 900,315 -

未払受託者報酬 85,655 87,094

未払委託者報酬 2,483,926 2,525,395

その他未払費用 14,462 15,114

流動負債合計 6,325,334 5,487,433

負債合計 6,325,334 5,487,433

純資産の部 

元本等 

元本 568,195,393 571,966,041

剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △31,361,290 △48,479,380

（分配準備積立金） 1,649,749 2,128,625

元本等合計 536,834,103 523,486,661

純資産合計 536,834,103 523,486,661

負債純資産合計 543,159,437 528,974,094

 

 



 

 

（２）【損益及び剰余金計算書】 

  

第９期 

（自 平成27年10月27日 

    至 平成28年４月25日） 

第10期 

（自 平成28年４月26日 

    至 平成28年10月25日） 

科目 金額（円） 金額（円） 

営業収益 

受取配当金 6,029,872 5,802,268

受取利息 122 -

有価証券売買等損益 △2,413,179 △17,200,017

営業収益合計 3,616,815 △11,397,749

営業費用 

受託者報酬 85,655 87,094

委託者報酬 2,483,926 2,525,395

その他費用 14,462 18,149

営業費用合計 2,584,043 2,630,638

営業利益又は営業損失（△） 1,032,772 △14,028,387

経常利益又は経常損失（△） 1,032,772 △14,028,387

当期純利益又は当期純損失（△） 1,032,772 △14,028,387

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額

（△） 

△3,448 △41,874

期首剰余金又は期首欠損金（△） △29,535,479 △31,361,290

剰余金増加額又は欠損金減少額 218,465 264,582

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 

欠損金減少額 
218,465 264,582

剰余金減少額又は欠損金増加額 239,520 536,329

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 

欠損金増加額 
239,520 536,329

分配金 2,840,976 2,859,830

期末剰余金又は期末欠損金（△） △31,361,290 △48,479,380

 

 

 






