
2021年 8月 

受益者の皆様へ 

岡三アセットマネジメント株式会社 

 

「アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」 

投資信託約款の変更（予定）に関する書面決議のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、追加型証券投資信託「アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジ

あり）」（以下、「ファンド」といいます。）につきまして、下記の通り、投資信託約款の変更を行

うことを予定しておりますので、その内容等についてご案内申し上げます。 
投資信託約款の変更の手続きは、投資信託約款の規定にしたがい、書面決議により行います。 
つきましては、下記の内容および書面決議参考書類をご確認いただきますようお願い申し上げます。 

なお、ファンドの投資信託約款の変更にご賛成いただける場合、特に必要なお手続きはございま

せん。 
何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
 

記 

 

Ⅰ．投資信託約款の変更内容 

１．ファンドの投資対象のうち、アジアの転換社債（CB）部分の投資対象を「クレディ・ス

イス・アジア CB ファンド」から「シュローダー・インターナショナル・セレクション・

ファンド－アジア CB」に変更を行う予定です。 

２．ファンドの信託報酬率を年率 1.287％（税抜 1.17％）から年率 1.133%（税抜 1.03%）に

引下げを行う予定です。 

３．上記 1.の変更に伴い、ファンドの投資制限のうち外貨建資産への投資制限について変更

を行う予定です。 

４．ファンドの信託期間の終了日を 2022 年 5 月 17 日から 2027 年 5 月 17 日に変更を行う予

定です。 

 

Ⅱ．投資信託約款の変更理由 

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジアのハイ・イールド債券およ

び転換社債（ＣＢ）に投資を行っています。 

転換社債（ＣＢ）への投資は「クレディ・スイス・アジア CBファンド」を通じて行ってい

ますが、今般、当該投資信託の運用会社であるクレディ・スイス・インベストメント・パー

トナーズ（スイス）リミテッドから、運用の継続が困難である旨の通知を受けました。これ

を受け弊社ではファンドの運用を継続すべく、アジア地域の転換社債（ＣＢ）へ投資する新

たな投資信託の選定を行い、ファンドの商品性に変わりはなく、運用の継続性が図れると判

断したため、「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジア CB」に

変更を行う予定です。 

また、この変更に伴い信託報酬率を引き下げ、外貨建資産への投資制限の変更および信託

期間の延長を併せて行います。 

  



Ⅲ．変更後に新たな投資対象となる投資信託証券の概要（予定） 

[アジアの転換社債への投資] 

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジア CB 

ファンドの形態 ルクセンブルク籍米ドル建て外国投資法人 

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント（スイス） AG 

投資対象 アジア（除く日本）企業が発行する転換社債またはその他証券（転換

優先株、他社株転換可能債券など） 

投資態度 ①ファンドは、資産の少なくとも 3 分の 2 以上をアジア（除く日本）

企業が発行する転換社債またはその他証券（転換優先株、他社株転

換可能債券など）に投資を行い、積極的に運用を行います。 

②ファンドは、アジア（除く日本）企業の発行する、固定利付債券、

変動利付債券、株式、株式関連証券への投資を行う場合があります。

転換社債は通常、転換価格にて株式に転換できる債券です。運用目

標は、債券投資の安定的な収益と相対的にボラティリティの低い特

性を持ちながら、アジア（除く日本）の株式市場への投資収益を享

受することです。 

運用報酬等 年率 0.75％ 

 

シュローダー・インベストメント・マネジメント（スイス） AGの概要 

シュローダー・インベストメント・マネジメント（スイス）AG は、シュローダー・グルー

プのスイス拠点です。1967 年以降半世紀以上にわたってビジネスを展開し、アセット・マ

ネジメントの他にプライベート・バンキングやプライベート・エクイティを手掛けています。 

 

Ⅳ．運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担について 

ファンドの信託報酬率の変更、および投資対象が「クレディ・スイス・アジア CBファンド」

から「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－アジア CB」に変更と

なるに伴い、運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担が変更となります。 

 変更後 変更前 

信託報酬の総額 

内 委託会社 

内 販売会社 

内 受託会社 

年率 1.133％（税抜 1.03％） 

年率 0.440％（税抜 0.40％） 

年率 0.660％（税抜 0.60％） 

年率 0.033％（税抜 0.03％） 

年率 1.287％（税抜 1.17％） 

年率 0.484％（税抜 0.44％） 

年率 0.770％（税抜 0.70％） 

年率 0.033％（税抜 0.03％） 

実質的な負担 年率 1.837％程度～年率 1.883％程度 年率 1.947％程度～年率 1.991％程度 

実質的な負担とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。

なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率

により変動します。 

 

Ⅴ．投資信託約款変更適用日 

2021年 10月 15 日 

 

  



Ⅵ．投資信託約款の変更手続き 

１．スケジュール 

① 議決権口数の確定 2021年 8月 17日 

② 書面による議決権の行使期間 2021年 8月 17日から 2021年 9月 30日まで 

③ 書面による決議の日 2021年 10月 1日 

④ 投資信託約款変更適用日 2021年 10月 15日（予定） 

 

２．書面決議の方法について 

2021 年 8 月 17 日現在のファンドの受益者は、投資信託約款の変更について議決権を行

使することができます。議決権を行使される受益者は、別紙「議決権行使書面」に必要事

項をご記入のうえ、委託会社である岡三アセットマネジメント株式会社へご郵送ください。 

議決権の行使の期限（2021年 9月 30日）までの弊社到着分を有効とします。 

なお、受益者が「議決権行使書面」を委託会社へ提出されなかった場合は、書面決議に

ついて賛成（投資信託約款の変更に賛成）するものとみなされます。したがって、賛成の

場合にはご郵送いただく必要はございません。 

 

議決権行使期限：2021年 9月 30日 

書面決議の日 ：2021年 10月 1日 

 
議決権行使書面のご郵送先 

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目 2番 1号 

岡三アセットマネジメント株式会社 営業部 

  
書面決議とは、投資信託約款の変更のうちその変更の内容が重大なもの、投資信託の併合（受益者

の利益に及ぼす影響が軽微な場合を除く。）、及び投資信託契約の解約を行おうとする際に、投資信

託及び投資法人に関する法律の定めに基づき、受益者を対象に書面による決議を行い、その可否を

決める手続きをいいます。 

 
議決権の取扱いについての留意事項 

・受益者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、最後に行われた議決権行使を有効な

ものとして取り扱います。 

・受益者が議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面を委託会社に提

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。 

・受益者が書面による決議の日の 3 日前（2021 年 9 月 28 日）までに、委託会社に対し議

決権を不統一行使する旨及びその理由を書面によりご通知された場合には、その有する

議決権を統一しないで行使することができます。 

・受益者が代理人によってその議決権を行使する場合には、当該受益者または代理人は、

議決権行使書面と合わせて代理人である旨を証明する書面を委託会社に提出していただ

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。 

 

  



３．投資信託約款の変更の正式決定 

[投資信託約款の変更となる場合] 

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 以上の賛

成により投資信託約款の変更が可決された場合は、予定通り 2021年 10月 15日を適用日と

して投資信託約款の変更を行います。 

 

[投資信託約款の変更とならない場合] 

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 以上の賛

成が得られなかった場合は、本手続きによる投資信託約款の変更は行いません。 

 

Ⅶ．その他 

議決権行使期間中および書面決議の日以降につきましても、投資信託約款の変更について

反対されたか否かにかかわらず、販売会社において通常通りファンドの換金（解約）のお申

込みを受付けます。 
なお、書面決議において反対された受益者の方は、受託会社に対し買取請求することはで

きません。 
 

 
 
 
 

 

【個人情報の取扱いに関して】 

書面決議に際して委託会社および販売会社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

従って管理されます。 

以上 



書面決議参考書類 

 

１．投資信託約款の変更の案 

 

投資信託約款新旧対照表 

追加型証券投資信託 アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 約款 

新 旧 

運用の基本方針 

2.運用方法 

（3）投資制限 

①～② （略） 

③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を

設けません。 

④ （略） 

運用の基本方針 

2.運用方法 

（3）投資制限 

①～② （略） 

③ 外貨建資産への直接投資は行いません。 

 

④ （略） 

（信託期間） 

第5条 この信託の期間は、平成24年8月27日か

ら2027年5月17日まで、または第40条第1項、

第41条第1項、第42条第1項および第44条第2

項の規定による信託終了の日までとします。 

（信託期間） 

第5条 この信託の期間は、平成24年8月27日か

ら平成34年5月17日まで、または第40条第1

項、第41条第1項、第42条第1項および第44

条第2項の規定による信託終了の日までと

します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第20条 外貨建有価証券（外国通貨表示の有価

証券をいいます。以下同じ。）への投資につい

ては、わが国の国際収支上の理由等により特

に必要と認められる場合には、制約されるこ

とがあります。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 20条 ＜削除＞ 

（外国為替予約取引の指図および目的） 

第21条 委託者は、投資信託財産に係る為替変

動リスクを回避するため、外国為替の売買の

予約取引の指図をすることができます。 

（外国為替予約取引の指図および目的） 

第 21条 ＜削除＞ 

（外貨建資産の円換算および予約為替の評価） 

第22条 投資信託財産に属する外貨建資産（外

貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の

資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原

則として、わが国における計算日の対顧客電

信売買相場の仲値によって計算します。 

② 前条に規定する予約為替の評価は、原則

として、わが国における計算日の対顧客先

物売買相場の仲値によるものとします。 

（外貨建資産の円換算および予約為替の評価） 

第 22条 ＜削除＞ 

（信託報酬の額および支弁の方法） 

第34条 委託者および受託者の信託報酬の総額

は、第31条に規定する計算期間を通じて毎

日、投資信託財産の純資産総額に年10,000

分の103の率を乗じて得た額とします。 

②～③ （略） 

（信託報酬の額および支弁の方法） 

第34条 委託者および受託者の信託報酬の総額

は、第31条に規定する計算期間を通じて毎

日、投資信託財産の純資産総額に年10,000

分の117の率を乗じて得た額とします。 

②～③ （略） 

付表 

1.別に定める投資信託証券 

運用の基本方針および第 17条に規定する「別

付表 

1.別に定める投資信託証券 

運用の基本方針および第 17条に規定する「別



に定める投資信託証券」は以下のものをいい

ます。 

・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為

替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 

・クレディ・スイス・アジア CB ファンド（円

ヘッジクラス） 

・シュローダー・インターナショナル・セレ

クション・ファンド－アジア CB 

 

「クレディ・スイス・アジア CBファンド（円

ヘッジクラス）」については、当該投資信託証

券を売却した場合、または償還となった場合

は投資対象から除外します。 

 

2.別に定める日 

（略） 

（2021 年 10 月 15日現在） 

 

に定める投資信託証券」は以下のものをいい

ます。 

・アジア・ハイ・イールド債券ファンドＦ（為

替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 

・BNPパリバ・アジア・オセアニア CBファン

ド（適格機関投資家専用） 

・クレディ・スイス・アジア CBファンド（円

ヘッジクラス） 

 

「BNPパリバ・アジア・オセアニア CBファン

ド（適格機関投資家専用）」については、当該

投資信託証券を売却した場合、または償還と

なった場合は投資対象から除外します。 

 

2.別に定める日 

（略） 

（平成 30年 3月 19日現在） 

 

 

２．投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、または受益権の価値に重大な影響を

与えるおそれ 

該当事項はありません。 

 
３．投資信託約款の変更がその効力を生ずる日 

2021年 10月 15 日 

 
４．投資信託約款の変更の中止に関する条件 

該当事項はありません。 

 
５．投資信託約款の変更をする理由 

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジアのハイ・イールド債券お

よび転換社債（ＣＢ）に投資を行っています。 

転換社債（ＣＢ）への投資は「クレディ・スイス・アジア CBファンド」を通じて行って

いますが、今般、当該投資信託の運用会社であるクレディ・スイス・インベストメント・

パートナーズ（スイス）リミテッドから、運用の継続が困難である旨の通知を受けました。

これを受け弊社ではファンドの運用を継続すべく、アジア地域の転換社債（ＣＢ）へ投資

する新たな投資信託の選定を行い、ファンドの商品性に変わりはなく、運用の継続性が図

れると判断したため、「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－ア

ジア CB」に変更を行う予定です。 

また、この変更に伴い信託報酬率を引き下げ、外貨建資産への投資制限の変更および信

託期間の延長を併せて行います。 

 
６．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 

該当事項はありません。 

以上 

 


