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 平成30年５月11日 

受益者の皆様へ 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

 

「ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）」 

投資信託契約の解約（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。 

 また、平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 さて、弊社の追加型証券投資信託「ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド

（為替ヘッジあり）」（以下「当ファンド」といいます。）は、その純資産総額が

平成30年３月末現在で約４億円となっています。また、当ファンドでは信託約款に

おいて、純資産総額が20億円を下回っている場合には信託契約を解約することがで

きると定めています。弊社では、昨今の純資産総額の推移に鑑みるに、今後当ファ

ンドの純資産総額の大幅な増加を期待することは難しく、また引き続き一部解約が

発生すると見込まれることから、信託約款の当該規定にしたがって当ファンドの信

託契約を解約すること（以下「繰上償還」といいます。）はやむを得ないと判断い

たしました。 

 したがって、当ファンドの信託約款第44条第１項の規定に基づき、後記のとおり

繰上償還をさせていただく予定ですのでお知らせいたします。 

 

 なお、このお知らせは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投信法」

といいます。）第20条第１項において準用する同法第17条第２項の規定に基づき、

法定手続きの一環として、対象となる受益者の皆様にお送りさせていただくもので

す。 

 

上記の繰上償還は、投信法の規定にしたがい、書面による決議（以下「本決議」

ということがあります。）による可決をもって実施します。 

 

つきましては、このお知らせおよび同封の「書面決議参考書類」（本決議に対す

る議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類）を必ずお読みいただ

き、本決議に対する賛否および必要事項を、同封の「議決権行使書面」にご記入の

うえ、弊社までお送りいただきますようお願い申し上げます。議決権を行使する方

法については、後記「５．議決権を行使する方法について」をご覧ください。 

 

なお、本決議に対し議決権を行使されない場合（議決権行使書面をご返送いただ

かない場合）は、当ファンドの信託約款第44条第３項に基づき、本決議に賛成する

ものとみなされます。 

 

 繰上償還に賛成の場合、必ずしも議決権行使書面をご返送いただく必要はありま

せん。その場合のお手続きは必要ありません。 

 

 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
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記 

 

１．繰上償還の対象となるファンド 

ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 

 

２．繰上償還を行う理由 

当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため、当ファンドの信託約款

第 44 条第１項の規定に基づき繰上償還を行うものです。  

 

３．繰上償還の日程について 

① 受益者の確定日 

② 書面による議決権の行使期限

③ 書面による決議の日 

④ 繰上償還日 

：平成30年５月11日 

：平成30年６月13日まで 

：平成30年６月14日 

：平成30年７月20日（予定） 

 

４．繰上償還の決定について 

 繰上償還に賛成された受益者の受益権の合計口数が、平成30年５月11日現在の

受益権の総口数の３分の２以上である場合は、平成30年７月20日に繰上償還いた

します。 

 繰上償還に賛成された受益者の受益権の合計口数が、平成30年５月11日現在の

受益権の総口数の３分の２未満の場合には、繰上償還は行いません。この場合、

当ファンドを継続する旨を本決議の日以降、速やかに受益者の皆様に通知いたし

ます。 

 

５．議決権を行使する方法について 

 受益者は、弊社に対し、平成30年５月11日現在保有する当ファンドの受益権（平

成30年５月９日の取得申込み分まで）について、議決権を行使し繰上償還につい

て賛否を述べることができます。平成30年５月10日以降の取得申込み分の受益権

については、議決権行使の対象とはなりませんので、賛否を述べる権利はありま

せん。 

 

 議決権を行使される受益者の方は、同封の議決権行使書面に本決議への賛否お

よび必要事項をご記入の上、平成30年６月13日（水）必着で、封書にて、以下の

宛先へご郵送くださいますようお願い申し上げます。 

 

＜宛先＞ 

〒100－6432 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

ファンド・ディスクロージャー室 宛 

 

(注)取得した個人情報は、繰上償還の手続きに必要な範囲でのみ使用いたします。 

なお、弊社の個人情報保護方針については、

https://www.jpmorganasset.co.jp/wps/portal/Policy/Privacyに掲載されています。 
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［ご注意事項］ 

・議決権を行使される場合は、必ず同封の議決権行使書面をご使用ください。 

・取引店名または口座番号が欠落している場合、氏名（もしくは名称）または

住所が取扱販売会社へ登録されているものと異なる場合（同封の議決権行使

書面に氏名等があらかじめ印刷されている場合にその印刷内容を誤って修

正されたときを含みます。）等、記入内容に不備がある場合は、ご提出いた

だいた議決権行使書面が無効となる場合があります。無効な議決権行使書面

をご提出された場合や一つの議決権行使書面に賛否両方のご回答を頂いた

場合には、議決権行使がされなかったものとして取り扱います。 

・賛否の内容が異なる複数の議決権行使書面をご提出された場合は、原則とし

て、議決権が行使されなかったものとして取り扱います。 

・「議案についての賛否」欄にご回答がない議決権行使書面をご提出された場

合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。 

・提出された議決権行使書面の撤回および議決権行使内容の変更はできません。 

・議決権を行使されない場合は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、お手続きの必要はございません。 

 

６．その他 

◇ 取扱販売会社においては、議決権行使ができる期間中も、本決議に対する賛否

にかかわらず、通常どおり、追加購入および換金（一部解約）のお申込みを受付

いたします。 

◇ 繰上償還が決定した場合、取扱販売会社における換金（一部解約）お申込みの

終受付日は、平成30年７月18日となります。 

◇ 当ファンドは、投信法第20条第１項において準用する同法第18条第２項および

「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」第40条の２に定める投資信託＊

に該当します。したがって、当ファンドの繰上償還に反対された受益者は、その

保有する受益権について、信託約款第50条の規定に基づき、投信法第20条第１項

において準用する同法第18条第１項の規定に基づく当ファンドの信託財産によ

る買取を請求することはできませんが、上記のとおり取扱販売会社において換金

（一部解約）することができます。 

＊ 受益者がその保有している受益権について元本の全部または一部の償還を請求した

場合に委託会社（弊社）が当ファンドの一部解約をすることにより当該請求に応じ、受

益権の公正な価格が受益者に償還されることとなる投資信託をいいます。なお、当ファ

ンドの場合、当該「公正な価格」は、信託約款第42条第３項のとおり一部解約を受け付

けた日の翌営業日の基準価額となります。 
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７．ご参考（手続きの流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰上償還についてのお問い合わせ先： 

 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

 電話番号０３（６７３６）２３５０（受付時間：営業日の午前９時～午

後５時） 

※ 皆様の個別のお取引状況・口座の内容等については、取扱販売会社に

お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 

 

以上 

 

 



「ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）」 

書面による決議（平成30年６月14日） 

書面決議参考書類 
 

１．投資信託契約の解約の相当性に関する事項 

平成30年３月末現在、追加型証券投資信託「ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘ

ッジあり）」（以下「当ファンド」といいます。）の純資産総額が20億円を下回っております。また、

当ファンドでは信託約款において、純資産総額が20億円を下回っている場合には信託契約を解約す

ることができると定めています。その状況下、昨今の純資産総額の推移に鑑みるに、今後当ファンド

の純資産総額の大幅な増加を期待することは難しく、また引き続き一部解約が発生すると見込まれる

ことから、信託約款の当該規定に従って当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了すること（以

下「繰上償還」といいます。）は相当と考えられます。 

 

２．投資信託契約の解約がその効力を生ずる日 

平成30年７月20日 

 

３．投資信託契約の解約の中止に関する条件 

「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づく書面による決議において、受益者の議決

権口数の３分の２以上にあたる多数の賛成を得られなかった場合には、当ファンドの繰上償還を中止

します。 

 

４．直前に作成された財産状況開示資料等の内容 

以下「参考書類別添」をご参照ください。 

 

５．財産状況開示資料等を作成した後に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産

責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その

内容 

該当事項はありません。 

 

６．投資信託契約の解約の理由 

当ファンドの純資産総額が20億円を下回っているため、当ファンドの信託約款第44条第１項の規

定に基づき繰上償還を行うものです。 

 

７．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 

当ファンドは、償還にあたりその信託財産の全てを換金しますので、主要投資対象とする親投資

信託「ＧＩＭアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ（適格機関投資家専用）」（以下「マザ

ーファンド」といいます。）の受益証券も換金されます。当該換金に対応するため、マザーファンド

においてその保有有価証券を売却しますが、売却にかかる費用がマザーファンドの負担となり、そ

れが間接的に当ファンドの費用となるため、結果的に当ファンドの受益者がこれを負担することと

なります。 

以上 



「参考書類別添」  
ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 財産状況開示資料 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 

項 目 
第64期末 第65期末 第66期末 第67期末 第68期末 第69期末 

2017年６月16日現在 2017年７月18日現在 2017年８月16日現在 2017年９月19日現在 2017年10月16日現在 2017年11月16日現在

  円 円 円 円 円 円

(A) 資産 1,340,128,646  1,326,995,932  1,270,796,383  1,243,753,484  1,220,754,211   1,122,544,498  

 
アジア・ハイ・イールド債券 

マザーファンドⅡ受益証券(評価額) 
666,311,149  621,801,067  613,431,936  622,400,172  544,489,169   538,584,573  

 未収入金 673,817,497  705,194,865  657,364,447  621,353,312  676,265,042   583,959,925  

(B) 負債 686,279,012  701,836,666  661,629,892  646,009,385  676,580,436   583,633,483  

 未払金 681,530,552  697,941,796  652,909,103  635,423,485  648,562,485   572,749,672  

 未払収益分配金 2,831,836  2,732,811  2,661,012  2,593,546  2,356,378   2,354,559  

 未払解約金 987,945  218,372  5,205,012  7,036,285  24,939,702   7,745,501  

 未払信託報酬 916,787  931,600  843,819  943,824  712,626   773,711  

 その他未払費用 11,892  12,087  10,946  12,245  9,245   10,040  

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 653,849,634  625,159,266  609,166,491  597,744,099  544,173,775   538,911,015  

 元本 707,959,214  683,202,768  665,253,106  648,386,684  589,094,546   588,639,757  

 次期繰越損益金 △   54,109,580  △   58,043,502  △   56,086,615  △   50,642,585  △   44,920,771   △   49,728,742  

(D) 受益権総口数 707,959,214口 683,202,768口 665,253,106口 648,386,684口 589,094,546口 588,639,757口

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 9,236円 9,150円 9,157円 9,219円 9,237円 9,155円
 ＜注記事項＞ 

期首元本額 695,454,191円 707,959,214円 683,202,768円 665,253,106円 648,386,684円 589,094,546円

期中追加設定元本額 19,845,141円 8,909,930円 31,756,523円 7,521,195円 23,520,405円 27,583,308円

期中一部解約元本額 7,340,118円 33,666,376円 49,706,185円 24,387,617円 82,812,543円 28,038,097円

各期末における未払信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通りです。 

未払受託者報酬 23,813円 24,198円 21,920円 24,517円 18,509円 20,094円

未払委託者報酬 892,974円 907,402円 821,899円 919,307円 694,117円 753,617円

○損益の状況 

項 目 

第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 

2017年５月17日～ 

2017年６月16日 

2017年６月17日～

2017年７月18日 

2017年７月19日～

2017年８月16日 

2017年８月17日～

2017年９月19日 

2017年９月20日～ 

2017年10月16日 

2017年10月17日～

2017年11月16日 

  円 円 円 円 円 円

(A) 有価証券売買損益 3,203,761  △ 2,130,756  3,948,636  7,558,113  4,120,186  △ 1,758,542  

 売買益 24,627,725  26,730,045  20,940,434  29,331,465  33,892,743  9,866,692  

 売買損 △21,423,964  △28,860,801  △16,991,798  △21,773,352  △29,772,557  △11,625,234  

(B) 信託報酬等 △   928,679  △   943,687  △   865,565  △   956,069  △   721,871  △   783,751  

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 2,275,082  △ 3,074,443  3,083,071  6,602,044  3,398,315  △ 2,542,293  

(D) 前期繰越損益金 △55,395,117  △52,718,281  △53,943,600 △51,021,932  △41,125,062  △37,898,971  

(E) 追加信託差損益金 1,842,291  482,033  △ 2,565,074  △ 3,629,151  △ 4,837,646  △ 6,932,919  

 (配当等相当額) (  30,257,227) (  28,641,959) (  27,382,802) (  26,183,164)  (  23,809,110)  (  23,487,620) 

 (売買損益相当額) (△28,414,936) (△28,159,926) (△29,947,876) (△29,812,315)  (△28,646,756)  (△30,420,539) 

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) △51,277,744  △55,310,691  △53,425,603  △48,049,039  △42,564,393  △47,374,183  

(G) 収益分配金 △ 2,831,836  △ 2,732,811  △ 2,661,012  △ 2,593,546  △ 2,356,378  △ 2,354,559  

 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) △54,109,580  △58,043,502  △56,086,615  △50,642,585  △44,920,771  △49,728,742  

 追加信託差損益金 1,220,703  △    58,381  △ 3,140,518  △ 3,629,151  △ 5,179,321  △ 7,396,768  

 (配当等相当額) (  29,679,820) (  28,121,556) (  26,864,266) (  26,199,781)  (  23,505,728)  (  23,086,292) 

 (売買損益相当額) (△28,459,117) (△28,179,937) (△30,004,784) (△29,828,932)  (△28,685,049)  (△30,483,060) 

 分配準備積立金 701  1,102  1,022  152,784  1,044  446  

 繰越損益金 △55,330,984  △57,986,223  △52,947,119  △47,166,218  △39,742,494  △42,332,420  
 （注）  損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 

（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 

（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 

（注） 信託財産の運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、純資産総額に0.3575％を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しています。 

（注） 第64期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,209,636円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（30,301,408円）および分配準備積立金（1,313円）より分配対象収益は32,512,357円（10,000口当たり

459円）であり、うち2,831,836円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。 

（注） 第65期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,192,829円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（28,661,970円）および分配準備積立金（670円）より分配対象収益は30,855,469円（10,000口当たり

451円）であり、うち2,732,811円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。 

（注） 第66期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,085,564円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（27,439,710円）および分配準備積立金（1,026円）より分配対象収益は29,526,300円（10,000口当たり

443円）であり、うち2,661,012円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。 

（注） 第67期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,745,345円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（26,199,781円）および分配準備積立金（985円）より分配対象収益は28,946,111円（10,000口当たり

446円）であり、うち2,593,546円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。 

（注） 第68期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,882,098円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（23,847,403円）および分配準備積立金（133,649円）より分配対象収益は25,863,150円（10,000口当た

り439円）であり、うち2,356,378円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。 

（注） 第69期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,890,159円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（23,550,141円）および分配準備積立金（997円）より分配対象収益は25,441,297円（10,000口当たり

432円）であり、うち2,354,559円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。 

（注） 各期における信託報酬（消費税相当額を含む）の内訳は以下の通り 

 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 

受託者報酬 23,813円 24,198円 21,920円 24,517円 18,509円 20,094円

委託者報酬 892,974円 907,402円 821,899円 919,307円 694,117円 753,617円
 

ご参考：ＧＩＭアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ（適格機関投資家専用） 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年11月16日現在) 

項 目 当 期 末 

  円

(A) 資産 1,023,160,631  

 コール・ローン等 54,542,663  

 公社債(評価額) 939,328,516  

 未収入金 16,002,734  

 未収利息 12,850,298  

 前払費用 436,420  

(B) 負債 46,279,696  

 未払金 38,532,564  

 未払解約金 7,747,125  

 未払利息 7  

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 976,880,935  

 元本 447,646,695  

 次期繰越損益金 529,234,240  

(D) 受益権総口数 447,646,695口

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 21,823円
 

＜注記事項＞ 

期首元本額 540,514,275円 

期中追加設定元本額 82,564,327円 

期中一部解約元本額 175,431,907円 

元本の内訳 

ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 200,849,933円 

ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 246,796,762円 

○損益の状況     (2017年５月17日～2017年11月16日) 

項 目 当 期 

  円

(A) 配当等収益 30,533,659  

 受取利息 30,331,663  

 その他収益金 203,526  

 支払利息 △      1,530  

(B) 有価証券売買損益 △  3,948,351  

 売買益 16,466,054  

 売買損 △ 20,414,405  

(C) その他費用等 △    151,331  

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 26,433,977  

(E) 前期繰越損益金 609,208,305  

(F) 追加信託差損益金 92,419,237  

(G) 解約差損益金 △198,827,279  

(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 529,234,240  

 次期繰越損益金(Ｈ) 529,234,240  
 
（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 

（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした

価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 

（注） 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引

いた差額分をいいます。 
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「ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）」 

繰上償還に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

 

 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

 

 

Ｑ１：『「ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）」投資信託契

約の解約（予定）のお知らせ』が送られてきました。これはなんですか。 

 

Ａ１：当ファンドの繰上償還（期間満了前に投資信託契約を解約すること）を行うに

あたり、その賛否を問うために法令に基づき「書面による決議」を行う必要が

ありますが、その「書面による決議」を行うためには、事前に受益者の皆様に

「書面による決議」を行う旨を書面にてご通知することが法令で定められてい

るため、お送りしています。 

 

 

Ｑ２：なぜ繰上償還するのですか。 

 

Ａ２：継続的な換金により、当ファンドの残高（純資産総額）は平成30年３月末現在

約４億円になっています。また、当ファンドでは信託約款において、純資産総

額が20億円を下回っている場合には繰上償還ができると定めています。今後、

当ファンドの残高が大幅に増加することを期待することは難しいことから、信

託約款の当該規定に従って繰上償還をすることはやむを得ないと判断いたしま

した。 

（参考） 
当ファンドの残高（純資産総額） 678百万円（平成28年11月16日（第10特定期間末））
 642百万円（平成29年５月16日（第11特定期間末））
 538百万円（平成29年11月16日（第12特定期間末））
 

 

Ｑ３：何をすればよいのですか。 

 

Ａ３：繰上償還に賛成の方は、以下のいずれかのご対応をお願いいたします。 

・「書面による決議」における議決権を行使しない。（自動的に賛成として議

決権を行使したことになります。） 

この場合は、「議決権行使書面」をご提出いただく必要はございません。 

・繰上償還に賛成として、「書面による決議」における議決権を行使する。 

この場合は、『「ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッ

ジあり）」投資信託契約の解約（予定）のお知らせ』の「５．議決権を行

■当資料は、当ファンドの繰上償還についてのご理解の助けとなるよう
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（株）が作成した資料であり、
法令に基づく資料ではありません。 
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使する方法について」にしたがって、賛成である旨を記載した「議決権行

使書面」をご提出くださいますようお願いいたします。 

   繰上償還に反対の方は、その旨の議決権を「書面による決議」において行使す

るため、『「ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）」

投資信託契約の解約（予定）のお知らせ』の「５．議決権を行使する方法につ

いて」にしたがって、反対である旨を記載した「議決権行使書面」をご提出く

ださいますようお願いいたします。 

 

 

Ｑ４：平成30年５月11日現在の保有受益権口数がわかりません。 

 

Ａ４：お取引の販売会社までお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。な

お、お取引の販売会社によっては、同封の議決権行使書面にあらかじめ保有受

益権口数が印刷されている場合や、保有受益権口数が同封の別紙に記載されて

いる場合があります。 

 

 

Ｑ５：換金はできますか。 

 

Ａ５：販売会社の営業日であれば、販売会社にて換金（一部解約）のお手続きを承り

ます。お取引の販売会社に換金をお申込みください。ただし、販売会社の営業

日であっても、平成30年５月14日以降、解約申込み受付 終日（平成30年７月

18日）までにおける以下の日にはお申込みできません。詳しくは、お取引の販

売会社までお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。 
 

５ 月22日 、 ６ 月18日 、 ７ 月 ２ 日  

 

また、繰上償還をすることが決定した場合は、平成30年７月18日が換金の 終

申込日となります。換金する際の価格は、換金申込日の翌営業日の基準価額で

す。なお、換金せず繰上償還までお持ちいただく場合には、償還日の基準価額

により償還金としてお受け取りになれます。基準価額は日々変動します。 

 

 

Ｑ６：繰上償還すると決まったら、連絡はもらえますか。 

 

Ａ６：繰上償還が決定した場合、今回のように弊社から書面でお知らせすることはい

たしません。繰上償還が否決された（繰上償還しないこととなった）場合には、

弊社から書面でお知らせいたします。なお、いずれの場合も、平成30年６月14

日に弊社ホームページ（http://www.jpmorganasset.co.jp/）にお知らせを掲載いたし

ます。 

 

以上 
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