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平成30年７月  

受益者の皆様へ 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社  

 

 

 

日本株リスク・コントロール戦略ファンド（愛称：スマート・リターン） 
信託終了（繰上償還）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御礼申し上げます。 

 

さて、このたび「日本 株リスク・コントロール戦略 ファンド（愛称 ：スマート・リターン）」（以 下「本 ファンド」と

いいます。）につきまして、下 記 のとおり信 託 を終 了 する予 定 でございますので、お知 らせ致 します。  

この信託終 了（繰上 償還）につきましては、投 資信託 及び投資法 人に関 する法律 及び信 託約 款の規

定にしたがい、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）の成立が必要となります。 

つきましては、本書面及び別紙の「書面決議参 考書 類」をご覧のうえ、本議案の賛否 及び必要事項を、

同封の「議決権行使書面」にご記入いただき、弊社までご郵送くださいますようお願い申し上げます。 

なお、本ファンドの繰上償還に賛成いただける場合には、特に必要なお手続きはございません。 

敬具  

 

 

記  

 

１．信託終了（繰上償還 ）の理由  

本ファンドにつきましては、信託約款第 43 条において、受益権の総口数が 10 億口を下回った場合

には、書 面決 議の成立 （本議 案の可 決 ）をもって信託 を終 了 （繰 上償 還）させることができるとしていま

す。 

現状、本ファンドの受益権の総口数は、10 億口を大きく下回る状態が継続しており（平成 30 年６月

29 日現在の受益権の総口数は約 9,700 万口）、純資産残高の回復も見込み難いと判断されるため、

信託終了（繰上償還）に関する書面決議をとることといたしました。 

 

２．信託終了（繰上償還 ）の手続き及び日程  

①受益者の確定  

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信託終了（繰上償還）予定日  

：平成30年７月23日（月） 

：平成30年８月20日（月）まで 

：平成30年８月21日（火） 

：平成30年９月11日（火） 

本議案の議決権を行使できる受益者は、平成30年７月23日現在の本ファンドの受益者です。 

 

３．書面決議における議決権の行使方法  

議決権の行使は、同封の「議決権行使書面」に必要事項をご記入の上、平成 30年８月 20日必着 で、

同封の返信用封筒にて弊社までご郵送いただくことにより行われます。 

なお、議 決 権 を行 使されない場 合 （議 決 権 行使 書面 を返 送されない場 合）は、信 託 約款 の規 定 に

基づき賛成されたものとみなされます。 

 

この信託終了（繰上償還）に賛成いただける場合は、特に必要なお手続きはございません。 

 

 

 [ご注 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 されたものとさせていただきます。 

・受 益 者 の方が本 信 託 終了 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。 

・ご提 供 頂 いた個 人 情 報 は、当 該 議 決 権 行 使 に係 る手 続 を目 的 とするもので、その範 囲 を超 えて使 用 すること

はありません。 
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４．書面決議の結果  

（１）本議 案が可 決された場合（賛成 する受益 者の受益 権の合計口 数が、受益 者確 定日現 在の受益

権の総口数の３分の２以上である場合） 

  ⇒ 本ファンドは、平成30年９月11日（火）に信託終了（繰上償還）となります。 

      

（２）本 議 案が否 決となった場 合 （賛 成 する受 益者 の受 益 権 の合計 口 数 が、受 益 者確 定 日 現 在の受

益権の総口数の３分の２未満である場合） 

  ⇒ 本ファンドは、信託終了（繰上償還）しません。 

 

※上記のいずれの場合も、書面決議終了後、速やかに弊社ホームページ等でお知らせします。 

 

５．ご換金のお手続きについて 

本 ファンドは、議決権 の行使 期間 中及び書面 決議後 も、通 常通 り換金 のお申 込みを受 け付 けてい

るため、信託終了（繰上償還）に反対された受益者による受益権の買取請求は行いません。信託終了

（繰上償還）が決定した場合、ご換金のお申込みは平成30年９月５日までとなります。 

 

また、信託終了（繰上償還）が決定し信託終了日まで本ファンドを保有された場合は、償還金として

お受取りいただくこととなります。その際の償還価額は、平成30年９月11日（火）の基準価額となりま

す。 

 

６．お問い合わせ先  

本 件につきご不 明な点 がございましたら、下記 までお問 い合わせください。なお、お客 さまの口座 内

容等に関するご照会は、お申込されました販売会社にお問い合わせください。 

 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社  

ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ 

電話番号 :０３－６２２９－００９７（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）  

 

 

以上
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（別紙） 

 

書面決議参考書類  
 

 

１． 投資信託契約の解 約の理由及び相当性に関する事項  

本ファンドにつきましては、信託約款第 43 条において、受益権の総口数が 10 億口を下回っ

た場 合には、書 面決 議の成 立 （本 議 案の可決 ）をもって信託 を終了 （繰上 償 還 ）させることがで

きるとしています。 

現状、本ファンドの受益権の総口数は、10 億口を大きく下回る状態が継続しており（平成 30

年６月 29 日現在の受益権の総口数は約 9,700 万口）、純資産残高の回復も見込み難いため、

信託終了（繰上償還）に関する書面決議をとることといたしました。 

 

２． 投資信託契約の解 約がその効力を生ずる日  

        平成 30 年９月 11 日  

 

３． 投資信託契約の解 約の中止に関する条件を定めるときは、その条件  

該当事項はありません。 

 

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． 財 産 状況 開示 資料 等を作成 した後に重大 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大な影響を与える事象  

該当事項はありません。 

 

６． 直前に作成された財産状況開示資料等の内容  

次ページをご覧ください。 

 

以上 
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中間財務諸表 

日本株リスク・コントロール戦略ファンド 

（１）【中間貸借対照表】  

 
  （単位：円）

  
第２期  

〔平成 29年９月 12日現在〕
第３期中間計算期間  

〔平成 30年３月 12日現在〕

資産の部      
流動資産      
コール・ローン  34,640,255 91,702,976 
投資信託受益証券  － 29,894,260 
未収入金  70,531,285 － 
流動資産合計  105,171,540 121,597,236 

資産合計  105,171,540 121,597,236 
負債の部      
流動負債      
未払金  － 29,273,651 
未払受託者報酬  18,328 15,705 
未払委託者報酬  824,902 706,547 
未払利息  94 251 
その他未払費用  2,205,322 1,435,496 
流動負債合計  3,048,646 31,431,650 

負債合計  3,048,646 31,431,650 
純資産の部      
元本等      
元本  111,151,754 96,218,248 
剰余金      
中間剰余金又は中間欠損金（△） △9,028,860 △6,052,662 

元本等合計  102,122,894 90,165,586 
純資産合計  102,122,894 90,165,586 

負債純資産合計  105,171,540 121,597,236 
 
 
（２）【中間損益及び剰余金計算書】 

    （単位：円）

  
第２期中間計算期間  

自 平成 28年９月 13日 
至 平成 29年３月 12日 

第３期中間計算期間  
 自 平成 29年９月 13日 
 至 平成 30年３月 12日 

営業収益      
有価証券売買等損益  9,720,998 4,743,522 
営業収益合計  9,720,998 4,743,522 

営業費用      
支払利息  18,927 17,056 
受託者報酬  21,106 15,705 
委託者報酬  949,847 706,547 
その他費用  2,024,901 1,435,784 
営業費用合計  3,014,781 2,175,092 

営業利益又は営業損失（△）  6,706,217 2,568,430 
経常利益又は経常損失（△）  6,706,217 2,568,430 
中間純利益又は中間純損失（△）  6,706,217 2,568,430 
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又
は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額
（△）  

560,946 892,342 

期首剰余金又は期首欠損金（△）  △15,769,766 △9,028,860 
剰余金増加額又は欠損金減少額  2,508,193 1,330,977 
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠
損金減少額  

2,508,193 1,330,977 

剰余金減少額又は欠損金増加額  68,626 30,867 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠
損金増加額  

68,626 30,867 

分配金  － － 
中間剰余金又は中間欠損金（△）  △7,184,928 △6,052,662 
  


