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平成 29 年 2 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 

 

 

明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算型） 

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 明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算

型）（以下「当ファンド」ということがあります。）は、平成 24 年（2012 年）6月 26 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  

明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算型） 

 

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 2 月 3日 

：平成 29 年 2 月 23 日まで（必着） 

：平成 29 年 2 月 24 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 2 月 3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 23 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 24 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。 
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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】 

明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算型） 

 

 

（信託契約の解約） 
第 47 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 明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算型）（以下「当ファンド」というこ

とがあります。）は、平成 24 年（2012 年）6月 26 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 
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貸借対照表 

 

明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算型） 

  
第７期特定期間末 

（平成 27年 12月 24日現在）

第８期特定期間末 

（平成 28 年６月 24 日現在）

科目 金額（円） 金額（円） 

資産の部 

流動資産 

金銭信託 - 3,319,289

コール・ローン 5,764,233 -

親投資信託受益証券 390,428,632 356,836,210

未収利息 3 -

流動資産合計 396,192,868 360,155,499

資産合計 396,192,868 360,155,499

負債の部 

流動負債 

未払収益分配金 1,125,478 762,930

未払受託者報酬 14,355 14,094

未払委託者報酬 287,114 281,818

その他未払費用 1,782 1,881

流動負債合計 1,428,729 1,060,723

負債合計 1,428,729 1,060,723

純資産の部 

元本等 

元本 375,159,370 381,465,358

剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） 19,604,769 △22,370,582

（分配準備積立金） 71,875,626 70,503,140

元本等合計 394,764,139 359,094,776

純資産合計 394,764,139 359,094,776

負債純資産合計 396,192,868 360,155,499
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損益及び剰余金計算書 

 

明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算型） 

  

第７期特定期間 

（自 平成 27 年６月 25 日 

   至 平成 27 年 12 月 24 日）

第８期特定期間 

（自 平成 27 年 12 月 25 日

  至 平成 28 年６月 24 日）

科目 金額（円） 金額（円） 

営業収益 

受取利息 376 78

有価証券売買等損益 △49,518,828 △34,252,422

営業収益合計 △49,518,452 △34,252,344

営業費用 

受託者報酬 89,333 83,565

委託者報酬 1,786,544 1,671,251

その他費用 11,106 10,773

営業費用合計 1,886,983 1,765,589

営業利益又は営業損失（△） △51,405,435 △36,017,933

経常利益又は経常損失（△） △51,405,435 △36,017,933

当期純利益又は当期純損失（△） △51,405,435 △36,017,933

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（△） 

△23,660 △38,554

期首剰余金又は期首欠損金（△） 76,061,990 19,604,769

剰余金増加額又は欠損金減少額 2,200,574 188,111

当期一部解約に伴う剰余金増加

額又は欠損金減少額 
- 609

当期追加信託に伴う剰余金増加

額又は欠損金減少額 
2,200,574 187,502

剰余金減少額又は欠損金増加額 270,200 119,179

当期一部解約に伴う剰余金減少

額又は欠損金増加額 
270,200 119,179

分配金 7,005,820 6,064,904

期末剰余金又は期末欠損金（△） 19,604,769 △22,370,582




