
平成 29年３月２日 

受益者の皆様へ 

ピクテ投信投資顧問株式会社 

 

 

「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株」 

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・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株」

（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。 

 

敬 具 

 

 

記 

 

 

１．予定している変更の内容 

当ファンドの運用の基本方針を、現行の「ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指す」

から「MSCI ブラジル株価指数(税引後配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指す」へ変更い

たします。あわせて、当ファンドの主要投資対象であります「ピクテ・ブラジル株インデック

ス・マザーファンド」につきましても同様の変更をいたします。 

また、運用の基本方針の変更に伴い、当ファンドの信託報酬の総額を「信託財産の純資産総額

に年 10,000 分の 90 の率を乗じて得た額」（税抜 0.90％）から「信託財産の純資産総額に年

10,000分の 88の率を乗じて得た額」（税抜 0.88％）に変更いたします。 

 

２．変更の理由 

現在ブラジル株式に投資を行う際、機関投資家を含む多くの投資家がベンチマークとして MSCI

ブラジル株価指数を利用しており、ボベスパ指数に比べ指標としての普及度が高まっております。

また、銘柄入替えの情報開示が早めに行われることなど運用するに当たっての利便性の高さもみ

られます。以上のことから、当ファンドのベンチマークをボベスパ指数から MSCI ブラジル株価指

数へ変更することで運用の効率化を図ることが期待でき、ひいては信託報酬の引下げを通じて受

益者の皆様の利益に資することができると判断いたしました。 

なお、平成 28 年 12 月末時点におきまして、ボベスパ指数は 59 銘柄、MSCI ブラジル株価指数は

58 銘柄で構成されており、このうち大半の銘柄が重複しているなど、ポートフォリオの構成に大

きな違いは見られず、ここ数年のパフォーマンスも大きな相違はございません。 

 

  



＜両指数の構成銘柄数の推移とパフォーマンス、業種別構成比率の差＞ 

ボベスパ指数と MSCI ブラジル株価指数の構成銘柄数の推移をチャート 1 で示しております。

2010 年 2 月末、MSCI ブラジル株価指数の構成銘柄数が 76 銘柄だったのに対し、ボベスパ指数

は 63 銘柄と構成銘柄数に大きな差がありましたが、2013 年 11 月末以降は両指数の構成銘柄数

はほぼ同数となっています。 

〈チャート 1 ボベスパ指数と MSCIブラジル株価指数の構成銘柄数の推移〉 

月次、2010年 2月末から 2016 年 12月末 

 

両指数のパフォーマンスは、銘柄数に違いのあった 2010 年 2 月末から 2013 年 11 月末の期間

にかけて、MSCI ブラジル株価指数がボベスパ指数を上回っており、パフォーマンスに乖離が見

られました（チャート 2）が、銘柄数がほぼ同数となった 2013 年 12 月末以降、両指数のパフォ

ーマンスに大きな違いは見られません（チャート 3）。また直近の両指数の構成業種の比率もほ

ぼ同水準となっています〈表 1〉。 

 

〈チャート 2 ボベスパ指数と MSCIブラジル株価指数のパフォーマンスの推移〉 

月次、2010年 2月末から 2013 年 11月末 

 
  



〈チャート 3 ボベスパ指数と MSCIブラジル株価指数のパフォーマンスの推移〉 

月次、2013年 12 月末から 2016 年 12月末 

 
 

〈表 1 ボベスパ指数と MSCIブラジル株価指数の業種別構成比率の差〉 

2016年 12月末時点、GICS（世界産業分類基準）による分類 

 

産業グループ ボベスパ指数 
MSCI ブラジル 

株価指数 
構成比率の差 

銀行 27.80％ 28.66％ -0.86％ 

保険 1.90％ 2.63％ -0.73％ 

公益事業 5.41％ 5.85％ -0.43％ 

小売 2.37％ 2.73％ -0.37％ 

ヘルスケア機器・サービス 0.42％ 0.77％ -0.35％ 

ソフトウェアサービス 2.59％ 2.88％ -0.29％ 

食品・生活必需品小売り 2.07％ 2.31％ -0.24％ 

電気通信サービス 2.46％ 2.67％ -0.21％ 

エネルギー 13.94％ 14.00％ -0.06％ 

不動産 1.18％ 1.21％ -0.03％ 

家庭用品・パーソナル用品 0.40％ 0.40％ -0.01％ 

運輸 2.51％ 2.48％ 0.03％ 

資本財 2.06％ 1.97％ 0.09％ 

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.05％ 0.92％ 0.13％ 

各種金融 4.10％ 3.89％ 0.21％ 

メディア 0.26％ 0.00％ 0.26％ 

レジャー 2.36％ 1.87％ 0.49％ 

耐久消費財・アパレル 0.55％ 0.00％ 0.55％ 

食品・飲料・タバコ 12.88％ 12.03％ 0.85％ 

素材 13.69％ 12.73％ 0.96％ 

 

  



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 29年 3月 2日(木) 

② 書面による議決権の行使期限  平成 29年 3月 23日(木) 

③ 書面決議の日         平成 29年 3月 24日(金) 

④ 約款変更適用予定日      平成 29年 4月 26日(水) 

  

本書面決議の議決権の行使は、平成 29 年 3 月 2 日時点の受益者の皆様(平成 29 年 2 月 28 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。 

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 29年 3月 27 日付で信託約款の変更の届出を行い、平成 29年 4月 26

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 29年 3月 23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。 

 

― 議決権行使書面等のご郵送先 ― 

〒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。 

 

 

 

 

 

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。 

  

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 



 

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 変更前 

運用の基本方針 

１．基本方針 

この投資信託は、ＭＳＣＩブラジル株価指

数(税引後配当込み、円換算)に連動する投資

成果を目指すことを目的に運用を行いま

す。 

＜略＞ 

(２)投資態度 

① マザーファンド受益証券を主要投資対

象とし、ＭＳＣＩブラジル株価指数(税引

後配当込み、円換算)に連動する投資成果

を目指すことを目的に運用を行います。 

②～⑤ ＜略＞ 

運用の基本方針 

１．基本方針 

この投資信託は、ボベスパ指数(円換算)に連

動する投資成果を目指すことを目的に運用

を行います。 

 

＜同左＞ 

(２)投資態度 

① マザーファンド受益証券を主要投資対

象とし、ボベスパ指数(円換算)に連動する

投資成果を目指すことを目的に運用を行

います。 

②～⑤ ＜同左＞ 

 

＜ご参考＞ ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド 

変更後 変更前 

運用の基本方針 

１．基本方針 

この投資信託は、ＭＳＣＩブラジル株価指

数(税引後配当込み、円換算)に連動する投資

成果を目指すことを目的に運用を行いま

す。 

＜略＞ 

 (２)投資態度 

① ブラジル企業の株式(預託証書を含みま

す。)を主要投資対象とし、ＭＳＣＩブラ

ジル株価指数(税引後配当込み、円換算)に

連動する投資成果目指すことを目的に運

用を行います。 

②～④ ＜略＞ 

運用の基本方針 

１．基本方針 

この投資信託は、ボベスパ指数(円換算)に連

動する投資成果を目指すことを目的に運用

を行います。 

 

＜同左＞ 

 (２)投資態度 

① ブラジル企業の株式(預託証書を含みま

す。)を主要投資対象とし、ボベスパ指数

(円換算)に連動する投資成果目指すことを

目的に運用を行います。 

 

②～④ ＜同左＞ 

 

 

２．投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 

平成 29年４月 26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 

現在ブラジル株式に投資を行う際、機関投資家を含む多くの投資家がベンチマークとして MSCI

ブラジル株価指数を利用しており、ボベスパ指数に比べ指標としての普及度が高まっております。

また、銘柄入替えの情報開示が早めに行われることなど運用するに当たっての利便性の高さもみ

られます。以上のことから、当ファンドのベンチマークをボベスパ指数から MSCI ブラジル株価指

数へ変更することで運用の効率化を図ることが期待でき、ひいては信託報酬の引下げを通じて受

益者の皆様の利益に資することができると判断いたしました。 

なお、平成 28 年 12 月末時点におきまして、ボベスパ指数は 59 銘柄、MSCI ブラジル株価指数は

58 銘柄で構成されており、このうち大半の銘柄が重複しているなど、ポートフォリオの構成に大

きな違いは見られず、ここ数年のパフォーマンスも大きな相違はございません。 

 

 

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。 

 

 

＜ご参考＞ 

なお、このたびの書面決議の対象とはなりませんが、前記の約款変更が成立した場合には以下の

信託報酬率の引き下げに係る約款変更も行う予定としております。 

変更後 変更前 

(信託報酬等の総額) 

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 88の率を乗じて得た額とします。 

②～③ ＜略＞ 

(信託報酬等の総額) 

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 90の率を乗じて得た額とします。 

②～③ ＜同左＞ 

 

以 上 


