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第一部【証券情報】
　

（１）【ファンドの名称】

あおぞら・先進国中短期公社債ファンド（為替ヘッジあり）

ファンドの愛称を「海のしずく」とします。

（以下「ファンド」、「本ファンド」または「先進国公社債ファンド」ということがあります。

また、必要に応じて、あおぞら・先進国中短期公社債ファンド（為替ヘッジあり）、あおぞら・

先進国バランス・ファンド（為替ヘッジあり）およびあおぞら・グローバル・バランス・ファン

ド（部分為替ヘッジあり）を合わせて「あおぞら・Brilliant60sファンドシリーズ」または「あ

おぞら・しずくシリーズ」ということがあります。）

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

本ファンドは、追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。

本ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規

定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替

機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい

い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を

「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替

受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ

りません。

本ファンドについて、本ファンドの委託者であるあおぞら投信株式会社（以下「委託会社」とい

います。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または

信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

２兆円を上限とします。

 

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額
＊１

とします。

＊１ 「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額（信託財産に属する資産を法令およ

び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価または一部償却原価法により評価して得

た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
＊２

における受益権総口数で

除して得た受益権１口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、１万口当たりを

もって表示されることがあります。基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々

変動します。

＊２ 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。

基準価額については、下記の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることがで

きます。また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額

が掲載されます（略称：「海のしずく」）。

＜照会先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

委託会社の電話番号：03-6752-1051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
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（５）【申込手数料】

①本ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に1.08％
＊
（税抜１％）を

上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

＊ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税

等相当額」ということがあります。）が含まれております。なお、消費税率が10％になった場

合は、1.1％となります。

※「自動けいぞく投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは、

販売会社にお問い合わせください。

※ 販売会社によっては、本ファンド、「あおぞら・先進国バランス・ファンド（為替ヘッジあ

り）」および「あおぞら・グローバル・バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）」の間で

スイッチング
＊
（乗換え）が可能です。スイッチングの取扱いの有無やスイッチングに係る手

数料等については販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社までお問い合わせくださ

い。なお、スイッチングの際には、換金時と同様に換金（解約）されるファンドに対して換金

にかかる税金等がかかりますのでご留意ください。

＊ 本ファンドにおける「スイッチング」とは、本ファンド、「あおぞら・先進国バランス・ファ

ンド（為替ヘッジあり）」および「あおぞら・グローバル・バランス・ファンド（部分為替

ヘッジあり）」の受益者が、当該ファンドを換金した場合の手取額をもってその支払いを行っ

た販売会社で当該ファンド以外のファンドの受益権の取得のお申込みをする場合をいいます。

②申込手数料の詳細については、販売会社までお問い合わせください。販売会社については、下

記の照会先までお問い合わせください。

＜照会先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

委託会社の電話番号：03-6752-1051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

 

（６）【申込単位】

①申込単位は、販売会社が委託会社の承認を得て定める単位とします。ただし、「自動けいぞく

投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整数倍とします。

②販売会社の申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。販売会社につい

ては、下記の照会先までお問い合わせください。

＜照会先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

委託会社の電話番号：03-6752-1051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

 

（７）【申込期間】

継続申込期間：2019年４月11日から2019年10月10日まで

※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

 

（８）【申込取扱場所】

申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。

販売会社については、下記の照会先までお問い合わせください。

＜照会先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

委託会社の電話番号：03-6752-1051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
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（９）【払込期日】

取得申込者は、申込代金
＊
を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。

本ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込に係

る追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド

口座に払込まれます。

＊「申込代金」とは、お申込み金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数）に申

込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額をいい

ます。以下同じ。

 

（１０）【払込取扱場所】

原則として、「（８）申込取扱場所」と同じです。

 

（１１）【振替機関に関する事項】

本ファンドの振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

 

（１２）【その他】

①日本以外の地域における発行

該当事項はありません。

②振替受益権について

本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記

載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。

本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」

に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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第二部【ファンド情報】
　

第１【ファンドの状況】
　

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①ファンドの目的

主として、日本を含む世界の債券に投資を行い、安定的な収益の獲得と信託財産の長期的な成

長を目指して運用を行います。

②ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、１兆円を限度として信託金を追加することができます。

委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

③ファンドの基本的性格

本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の通り分類

されます。

＜商品分類表＞

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）

単位型 国内 株式

追加型 海外 債券

 内外 不動産投信

  
その他資産

（　　　）

  資産複合

※　本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

追加型…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド

をいいます。

内外…目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が

あるものをいいます。

債券…目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が

あるものをいいます。
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＜属性区分表＞

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

株式 年１回 グローバル ファミリー あり

　一般 年２回 （日本含む） ファンド （フルヘッジ）

　大型株 年４回 日本 ファンド・オブ・ なし

　中小型株 年６回 北米 ファンズ  

債券 （隔月） 欧州   

　一般 年12回 アジア   

公債 （毎月） オセアニア   

　社債 日々 中南米   

　その他債券 その他 アフリカ   

　クレジット属性 （　　） 中近東   

　（　　）  （中東）   

不動産投信  エマージング   

その他資産

（投資信託証券（債券）

資産配分変更型）

    

資産複合     

（　　）     

資産配分固定型     

資産配分変更型     

※　本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円で

の為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

※　本ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分

表」の投資対象資産は異なります。

その他資産（投資信託証券（債券）資産配分変更型）…目論見書または信託約款において、投資信託証券への投資

を通じて実質的に債券を投資収益の主たる源泉とし、その組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があ

るものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。

年２回…目論見書または信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル（日本を含む）…目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本含

む）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファンド・オブ・ファンズ…目論見書または信託約款において、投資信託証券などを投資対象として投資するもの

をいいます。

為替ヘッジあり…目論見書または信託約款において、為替フルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の

記載があるものをいいます。

 

商品分類および属性区分の内容につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ

（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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④ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】

2016年７月29日　　信託契約締結、本ファンドの設定、運用開始

 

（３）【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたってはディメン

ショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドおよびアリアンツ・グローバル・インベス

ターズU.S.LLCが運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認

められる下記の投資信託証券を主要投資対象とします。

 
※　上記は2019年４月11日現在の組入れ指定投資信託証券の一覧です。各指定投資信託証券については見直されることが

あります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があり

ます。

＊　損益はすべて投資家である受益者に帰属します。

 

②ファンドの関係法人

a. 委託会社：あおぞら投信株式会社

本ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契

約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。

b. 受託会社：三井住友信託銀行株式会社

本ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理業務等

を行います。

なお、信託事務の処理の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す

ることができます。

c. 販売会社

本ファンドの販売会社として、本ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、目論見書・運

用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金・収益分配金・償還金の支払

い、取引報告書等の交付等を行います。
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e. 契約の概要等

1. 証券投資信託契約

投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」ということがあります。）の規定

に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と

受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、本ファンドの運用の基本方針、受

益権に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、信託の元本および収

益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。

2. 投資信託受益権の募集等・販売の取扱等に関する契約

委託会社が販売会社に委託する業務の内容（受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受

付、受益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約

金の支払い等）等について規定している契約です。
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③委託会社等の概況（本書提出日現在）

a. 資本金の額　４億5,000万円

b. 委託会社の沿革

2014年２月４日　　会社設立

2014年４月15日　　投資運用業登録

2015年７月３日　　第二種金融商品取引業登録

c. 大株主の状況

名称 住所（所在地）
所有株式数

（株）

持株比率

（％）

株式会社あおぞら銀行 東京都千代田区麹町六丁目１番地１ 18,000 100
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

①基本方針

本ファンドは、安定的な収益の獲得と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

②運用方針

a. 投資対象

投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（投資法人および外国投資法人の

投資証券を含みます。）以下同じ。）を主要投資対象とします。

b. 投資態度

1. 主として、日本を含む世界の債券を主要投資対象とする別に定める投資信託証券に投資

を行います。

2. 投資にあたっては、実質的な償還までの期間が５年以下の先進国の債券に広く分散投資

を行います。また、ポートフォリオの平均デュレーションは３年以下となるようコント

ロールを行い、債券の平均信用格付は原則として投資適格（BBB－格）以上を維持するこ

とを目指します。

3. 投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。

4. 外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行います。

5. 別に定める投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）については見直さ

れることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されてい

た投資信託証券を除外する場合があります。

6. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以

下同じ。）

1. 有価証券

2. 金銭債権

3. 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）

b. 次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

②運用の指図範囲等

a. 委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券（金融商品取引

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）

に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、

同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債、同法第120条

に規定する特別法人債、保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化

に関する法律第２条第８項に規定する特定短期社債をいいます。）

2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有す

るもの

3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。）
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b. 委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品

取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。）

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

c. 上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応

等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記b.に掲げる金

融商品により運用することを指図することができます。

③指定投資信託証券の概要（2019年４月11日現在）

a. アイルランド籍外国証券投資法人（円建て）　ディメンショナル・ファンズ・ピーエル

シー　グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカ

ム・ファンド

b. ケイマン籍外国投資信託受益証券（円建て）　アリアンツ・グローバル・インベスター

ズ・トラスト　アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド（為

替ヘッジあり）

※ 上記は2019年４月11日現在の指定投資信託証券です。なお、指定投資信託証券は見直され

ることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投

資信託証券を除外する場合があります。
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指定投資信託証券の概要 a.

ファンド名 ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　グローバル・ショートターム・インベ

ストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド

ファンド形態 アイルランド籍外国証券投資法人（円建て）

投資目的 投資元本の保全を目指しながら、金利収入獲得の最大化を目指します。

主な投資対象 主として国債、政府機関・国際機関債や投資適格の社債などの先進国の固定金利/変

動金利中短期公社債（残存年限５年以内）に為替をヘッジした上で投資します。

主な投資制限 ① コマーシャル・ペーパーへの投資にあたっては、主要な格付機関において

Prime1、A1またはF1以上の発行体に投資するものとします。

② その他の公社債への投資にあたっては、主要な格付機関においてBaa3またはBBB-

以上の発行体に投資するものとします。格付がないものについては、運用会社が

これらと同等以上と判断するものとします。

③ リスク管理等を目的として、金融派生商品に投資することがあります。その際、

為替予約取引および先物取引以外の金融派生商品の利用を目指すものではありま

せん。また実質的な投資比率が資産総額の100％を超えるような取引は行いませ

ん。

運用報酬等 運用報酬： 年率0.20％

その他の費用： 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行

報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の

処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）

が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券等の売買委託手数

料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。

投資顧問会社 ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド

決算日 毎年11月30日

※ 上記は2019年４月11日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。

 

EDINET提出書類

あおぞら投信株式会社(E30689)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

16/80



指定投資信託証券の概要 b.

ファンド名 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト　アリアンツ・ショート・

デュレーション・ハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり）

ファンド形態 ケイマン籍外国投資信託受益証券（円建て）

投資目的 主に米国市場で取引されているハイ・イールド債券等に為替をヘッジした上で投資

し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の成長を目指します。

主な投資対象 米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券（償還期限概ね５年以

下）

主な投資制限 ①　株式への投資は、株式への転換条項の付いた債券から転換された株式への投資

に限ります。

②　投資信託証券への投資は行いません。

③　資金借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％

以内とします。

④　バンク・ローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内としま

す。

⑤　デリバティブは使用しません。

⑥　空売りは行いません。

運用報酬等 運用報酬：年率0.40％

その他の費用： 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代

行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事

務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みま

す。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、有価証券等の売買

委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となり

ます。

投資顧問会社 アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC

決算日 毎年３月31日

※ 上記は2019年４月11日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
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（３）【運用体制】

①委託会社の運用体制

委託会社の運用体制における内部管理および本ファンドに係る意思決定を監督する組織は以下

の通りです。

※投資委員会は６名程度、リスク管理委員会は８名程度で構成されています。

 

a. 本ファンドの運用者は、運用に関する社内規程（以下「本規程」といいます。）を遵守す

ることが求められています。本規程は、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定さ

れており、法令等の遵守、投資者保護、公平性の確保等を主要目的としています。

b. 運用に係るリスク管理および法令等・信託約款（運用の基本方針）の遵守の管理につきま

しては、運用部門とは別の投信管理部門（投信管理部およびコンプライアンス部）が担当

します。投信管理部門は、定期的に運用パフォーマンスの評価・分析ならびに法令遵守状

況の監視を行うとともに、その結果をリスク管理委員会へ報告します。

 

②ファンドの関係法人に対する管理体制等

a. 受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残

高の照合等を行います。また、受託会社の受託業務について内部統制の有効性・妥当性に

ついて、独立した監査人が監査を行っており、当該監査人による報告書を受託会社より受

取ります。

b. 運用の外部委託を行う場合は、その外部運用委託先に対して、継続的に運用体制、リスク

管理体制等に関して、適宜に調査・評価を行います。また、外部運用委託先に対して定期

的に運用状況ならびに運用ガイドラインの遵守状況の報告を義務付け、その内容をリスク

管理委員会に報告します。

※　運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。
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（４）【分配方針】

①収益分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

a. 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

b. 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、

分配対象額が少額の場合等は分配を行わない場合があります。

c. 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の

運用を行います。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

②収益の分配

a. 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収

益」といいます。）は、諸経費、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税

等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次

期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができま

す。

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、

諸費用、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越

欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること

ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ

とができます。

b. 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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※普通分配金に対する課税については後記「４　手数料等及び税金」「（５）課税上の取扱い」をご参

照ください。
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（５）【投資制限】

①本ファンドの信託約款に基づく投資制限

a. 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

b. 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

c. 株式（指定投資信託証券を除きます。）への直接投資は行いません。

d. 投資信託証券および短期金融商品等以外の有価証券への直接投資は行いません。

e. 有価証券先物取引等のデリバティブ取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借

入れの指図は行いません。

f. 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会

の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる状態に該当しないときは、当該投

資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

g. 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券

等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対

する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよ

う調整を行うこととします。

h. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券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。

i. 外国為替予約の指図

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の

売買の予約取引を指図することができます。

j. 資金の借入れ

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産に

おいて一部解約金の支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入

れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資

金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図

をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図す

ることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま

す。

2. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者へ

の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までが５営

業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代

金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

3. 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

4. 借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
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②法令に基づく投資制限

a. 同一の法人の発行する株式への投資制限（投信法）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型

投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議

をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議

決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につ

いての議決権を含みます。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じ

て得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得すること

を受託会社に指図してはならないとされています。

b. デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指

標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社

が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場

合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプション

を表示する証券若しくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、

または継続することを指図してはならないとされています。

c. 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）

委託会社は、信託財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引

の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理す

る方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うこ

とを受託会社に指図してはならないものとされています。
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３【投資リスク】

（１）投資リスク（基準価額の変動要因）

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますの

で、基準価額は変動します。また、為替の変動による影響を受けます。したがって、投資家の皆

さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本

を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の

皆さまに帰属します。

本ファンドの主なリスクは以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるも

のではありません。

①信用リスク

本ファンドは実質的に債券に投資を行いますので、発行体の債務不履行（デフォルト）等の信

用リスクを伴います。一般に、発行体の信用度は第三者機関による格付で表されますが、格付

が低いほど債務不履行の可能性が高いことを意味します。発行体の債務不履行が生じた場合、

債券の価格は大きく下落する傾向があるほか、投資した資金を回収できないことがあります。

また、債務不履行の可能性が高まった場合（格下げ等）も債券価格の下落要因となります。本

ファンドが実質的に一部投資を行うハイ・イールド債券は、一般に格付の高い債券等と比較し

て、発行体の業績等の影響を大きく受け、短期間で価格が大幅に変動する可能性や債務不履行

が生じる可能性が高いと考えられます。投資対象とする債券価格の下落や債務不履行が生じた

場合には、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

②金利変動リスク

本ファンドは実質的に債券に投資を行いますので、金利変動リスクを伴います。一般に債券の

市場価格は、金利が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。一般に、金利上昇（低

下）時における債券価格の下落（上昇）は、債券の残存期間が長いほど大きくなる傾向があり

ます。投資対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、本

ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

③為替変動リスク

本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に為替変動リスクを伴います。

本ファンドは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、投資対象資

産および投資対象資産から生じる収益の全てを完全にヘッジできるとは限りません。なお、為

替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります（ヘッジ・コストとは、ヘッジ対象通貨

の金利と円金利の差に相当し、円金利の方が低い場合この金利差分収益が低下します。）。

④流動性リスク

本ファンドは、実質的に一部ハイ・イールド債券およびバンク・ローンにも投資を行いますの

で、流動性リスクを伴います。ハイ・イールド債券およびバンク・ローンは一般に市場規模や

取引量が少ないため、経済状況の悪化や、本ファンドに大量の設定解約が生じた場合等には、

市場実勢から期待される価格や評価価格通りに取引できない可能性があり、本ファンドの基準

価額の下落要因となる場合があります。

⑤期限前償還リスク

組入債券が期限前に償還された場合、償還された元本を別の債券等に再投資することになりま

すが、金利が低下している局面等では、再投資した債券の利回りが償還された債券の利回りよ

り低くなる可能性があります。

⑥取引先に関するリスク

有価証券の貸付、為替取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクを

伴います。
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⑦市場の閉鎖等に伴うリスク

金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地

変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等もしくはコンピュータ・ネットワーク関係の

不慮の出来事等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影

響を被り、本ファンドの基準価額が下落する場合があります。

 

（２）その他の留意点

①本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ

フ）の適用はありません。

②解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがありま

す。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があ

ります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に本ファンドで資金借入れを行う

ことによって本ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は本ファンドが負担す

ることになります。

③当初設定および償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激

な市況変動が発生もしくは予想されるときは、本ファンドの運用方針に従った運用ができない

場合があります。また、本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率

的にできない場合があります。また、諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投

資や換金ができない場合があります。これにより、本ファンドの運用方針に従った運用ができ

ない場合や、一時的に購入・換金の受付を停止する場合があります。

④資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の事象等が発生した場合には、本ファンドの運

用方針に沿った運用ができない場合があります。

⑤ファンド・オブ・ファンズの基準価額には、主として組入れる投資信託証券の純資産価格およ

び外貨建投資信託に投資する場合は為替レートの影響が反映されます。したがって、ファン

ド・オブ・ファンズの基準価額には必ずしも投資対象市場の市場動向のみが直接に反映される

のではなく、組入れる投資信託証券における運用の結果が反映されます。また、ファンド・オ

ブ・ファンズの基準価額は、組入れる投資信託証券が組入れる資産の評価時点の市場価格が間

接的に反映されるため、基準価額が計算される時点での直近の投資対象市場の動向とは異なる

場合があります。

⑥委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と協議のう

え、必要な手続きを経て、この信託を終了させることができます。また、信託契約を解約する

ことが受益者のために有利であると認めるとき、本ファンドが投資対象とする投資信託証券が

存続しないこととなったとき、またはやむを得ない事情があるときは、受託会社と合意のう

え、必要な手続きを経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

⑦収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配

金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発

生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が

あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益率を示すものではあ

りません。投資家の本ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質

的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。本ファンド購入後の運用状況により、収

益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

⑧法令・税制・会計等は変更される可能性があります。（外国投資信託を含みます。）
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（３）投資リスクの管理体制

委託会社では、投信管理部門において、関係法令、本ファンドの信託約款および運用ガイドライ

ン等の遵守状況についてモニタリングを行います。モニタリングの結果は必要に応じてコンプラ

イアンス部および社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。リスク管理委員会は、代

表取締役、常勤取締役、投信管理部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されてお

り、投信管理部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析および是

正勧告等の監督が行われます。

※ 上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

①本ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に1.08％
＊
（税抜１％）を

上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

＊ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。なお、消費税率が

10％になった場合は、1.1％となります。

※ 申込手数料は、本ファンドの説明、募集・販売の取扱い等の対価として、購入時にお支払いい

ただくものです。

※ 「自動けいぞく投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しくは販

売会社にお問い合わせください。

※ 販売会社によっては、本ファンド、「あおぞら・先進国バランス・ファンド（為替ヘッジあ

り）」および「あおぞら・グローバル・バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）」の間で

スイッチング
＊
（乗換え）が可能です。スイッチングの取扱いの有無やスイッチングに係る手

数料等については販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社までお問い合わせくださ

い。なお、スイッチングの際には、換金時と同様に換金（解約）されるファンドに対して換金

にかかる税金等がかかりますのでご留意ください。

＊ 本ファンドにおける「スイッチング」とは、本ファンド、「あおぞら・先進国バランス・ファ

ンド（為替ヘッジあり）」および「あおぞら・グローバル・バランス・ファンド（部分為替

ヘッジあり）」の受益者が、当該ファンドを換金した場合の手取額をもってその支払いを行っ

た販売会社で当該ファンド以外のファンドの受益権の取得のお申込みをする場合をいいます。

②申込手数料の詳細については、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、下記

の照会先までお問い合わせください。

＜照会先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

委託会社の電話番号：03-6752-1051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

※ 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。

 

（２）【換金（解約）手数料】

　換金（解約）手数料はかかりません。

 

（３）【信託報酬等】

①信託報酬

信託報酬率（年率）

本ファンドの信託報酬

：純資産総額に対して
年率0.675％以内（税抜0.625％以内）

投資対象とする投資信託証券の運用報酬

：資産総額に対して
年率0.25％程度

実質的な負担

：純資産総額に対して
年率0.925％（税込）程度

＊

*　本ファンドの信託報酬に本ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬を合わせた、投資者が実質

的に負担する信託報酬です。

EDINET提出書類

あおぞら投信株式会社(E30689)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/80



a. 本ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

0.675％以内（税抜 0.625％以内）の率を乗じて得た額とします。ただし、委託会社は、先

進国の金利情勢等の変化を勘案し、年率0.675％（税抜0.625％）から年率0.351％（税抜

0.325％）の範囲内で信託報酬率を変更することができます。

b. 指定投資信託証券において、年率0.25％程度の運用報酬等が別途課されるため、本ファン

ドの実質的な負担は、合計で年率0.925％（税込）程度となります。

c. ただし、上記の実質的な信託報酬等は、本書提出日現在の指定投資信託証券に基づくもの

であり、指定投資信託証券の変更等により将来的に変動することがあります。

＜消費税率が10％になった場合＞

信託報酬率（年率）

本ファンドの信託報酬

：純資産総額に対して
年率0.6875％以内（税抜0.625％以内）

投資対象とする投資信託証券の運用報酬

：資産総額に対して
年率0.25％程度

実質的な負担

：純資産総額に対して
年率0.9375％（税込）程度

＊

*　本ファンドの信託報酬に本ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬を合わせた、投資者が実質

的に負担する信託報酬です。

a. 本ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

0.6875％以内（税抜 0.625％以内）の率を乗じて得た額とします。ただし、委託会社は、

先進国の金利情勢等の変化を勘案し、年率0.6875％（税抜0.625％）から年率0.3575％（税

抜0.325％）の範囲内で信託報酬率を変更することができます。

b. 指定投資信託証券において、年率0.25％程度の運用報酬等が別途課されるため、本ファン

ドの実質的な負担は、合計で年率0.9375％（税込）程度となります。

c. ただし、上記の実質的な信託報酬等は、本書提出日現在の指定投資信託証券に基づくもの

であり、指定投資信託証券の変更等により将来的に変動することがあります。

※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

②信託報酬の配分

（年率）

委託会社 販売会社 受託会社 合計

0.324％

（税抜 0.3％）

0.324％

（税抜 0.3％）

0.027％

（税抜 0.025％）

0.675％以内

（税抜 0.625％以内）

ファンド運用、法定

書類等作成、基準価

額算出等の対価

購入後の情報提供、交

付運用報告書等各種報

告書の送付、各種事務

手続き、口座管理等に

係る対価

信託財産の保管・管

理、委託会社からの運

用指図実行等の対価
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＜消費税率が10％になった場合＞

（年率）

委託会社 販売会社 受託会社 合計

0.33％

（税抜 0.3％）

0.33％

（税抜 0.3％）

0.0275％

（税抜 0.025％）

0.6875％以内

（税抜 0.625％以内）

ファンド運用、法定

書類等作成、基準価

額算出等の対価

購入後の情報提供、交

付運用報告書等各種報

告書の送付、各種事務

手続き、口座管理等に

係る対価

信託財産の保管・管

理、委託会社からの運

用指図実行等の対価

a. 本ファンドの信託報酬につき、委託会社、受託会社および販売会社間の配分ならびにこれ

らを対価とする役務の内容については上記の通りとします。

b. 上記a.の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中

から支弁します。

c. 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、本ファンドから委託会社に対して支弁され

ます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行う本ファンドの募集・販売の取扱い

等に関する業務に対する代行手数料であり、本ファンドから委託会社に支弁された後、委

託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に

対して支弁されます。

③支払時期

信託報酬等は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

 

（４）【その他の手数料等】

①指定投資信託証券において管理報酬等が別途加算されます。当該管理報酬等は、当該投資信託

証券の資産規模ならびに運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理

報酬等の率および総額は事前に表示することができません。

②有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用

（消費税等相当額を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」とい

います。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

※ 上記の諸経費は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額を表示すること

ができません。

③上記②に定める諸経費のほか、次の各号に掲げる諸費用（消費税等相当額を含みます。以下

「諸費用」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

なお、下記b.からe.までに該当する業務を委託する場合、その委託費用を含みます。

a. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

b. 有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必

要とされる書類の作成、印刷、届出および交付に係る費用

c. この信託の計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれ

に付随する業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用

d. 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情等により発行される受益証券の発行およ

び管理事務に係る費用

e. この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の

解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

f. この信託に係る格付の取得に要する費用
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④委託会社は、上記③に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い支払金額の支弁を信託財

産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の

支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社

は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見

積もったうえで、実際または予想される費用額を上限として固定率により算出される金額また

は固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。

⑤上記④の規定に基づき、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信

託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理

的に計算された範囲内で変更することができます。また、かかる諸費用の額は、本ファンドの

純資産総額に対して年率0.2％を上限として計算期間を通じて毎日計算し、毎計算期末または

信託終了のときに当該諸費用を信託財産中より支弁します。

⑥上記①から③までのうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。

a. 有価証券売買時の売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

b. 指定投資信託の管理報酬等：指定投資信託に係る受託業務、管理事務代行業務、有価証券

の保管費用、登録・名義書換事務代行業務、受益者サービス業務に要する費用

c. 監査費用：監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

d. 印刷等費用：印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、届出および交付に係る費用

e. 本ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこ

れに付随する業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用

 

※　ご購入からご換金または償還までにご負担いただく当該手数料等の合計額については、ファンド

の運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

 

EDINET提出書類

あおぞら投信株式会社(E30689)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

30/80



（５）【課税上の取扱い】

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱い

となります。

①個別元本について

a. 個別元本について

追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および

当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元

本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信

託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別

元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取

得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コース

で取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。

詳しくは販売会社までお問い合わせください。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり

ます。（「元本払戻金（特別分配金）」については「c．収益分配金の課税について」をご

参照ください。）

b. 一部解約時および償還時の課税について

＜個人の受益者の場合＞

一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該

申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象

となります。

＜法人の受益者の場合＞

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

c. 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと

なる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区

分があります。

受益者が収益分配金を受取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の

個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分

配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の

個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）とな

り、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となり

ます。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別

元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本

となります。
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②個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

a. 個人の受益者に対する課税

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、

20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で

源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除の

適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分

配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配

金）は課税されません。一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額か

ら取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控

除した利益が譲渡益として課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所

得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されま

す。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。

 

※ 一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により上場株式等の

配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能で

す。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との通算

が可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対

象です。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投

資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれ

るのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当す

る方が対象となります。また、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡

所得等の非課税措置（ジュニアＮＩＳＡ）をご利用の場合、満20歳未満の居住者などを対

象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ

び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

b. 法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部

解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を

含みます。））の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありません。）収

益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別

分配金）は課税されません。

 

※上記は本書提出日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になることがあり

ます。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。
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５【運用状況】
 
以下は2019年1月31日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100％にならない場合があります。

 

（１）【投資状況】

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 ケイマン 178,522,047 24.50

投資証券 アイルランド 542,176,251 74.41

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,897,654 1.08

合計(純資産総額) 728,595,952 100.00

 

（２）【投資資産】

　

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細
 

順
位

国／地域 種類 銘柄名
数量又は
額面総額

帳簿価額
単価

(円)

帳簿価額
金額

(円)

評価額
単価

(円)

評価額
金額

(円)

投資
比率

(％)

1 アイルラ
ンド

投資証券 ディメンショナル・ファンズ・
ピーエルシー　グローバル・
ショートターム・インベストメ
ント・グレード・フィクスト・
インカム・ファンド
 

569,991.854 946.85 539,696,786 951.2 542,176,251 74.41

2 ケイマン 投資信託
受益証券

グローバル・マルチ・ストラテ
ジーズ・ＵＳ・ショート・デュ
レーション・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド（為替ヘッジ

あり）
 

19,497.876 9,120.57 177,831,871 9,155.97 178,522,047 24.50

ロ.種類別投資比率
 

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 24.50

投資証券 74.41

合計 98.91

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

　

①【純資産の推移】

2019年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
 

期別
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1計算期間末 (2017年 1月10日) 1,577,580,247 1,579,179,021 0.9867 0.9877

第2計算期間末 (2017年 7月10日) 1,540,926,281 1,542,484,104 0.9892 0.9902

第3計算期間末 (2018年 1月10日) 1,222,079,671 1,223,322,724 0.9831 0.9841

第4計算期間末 (2018年 7月10日) 929,678,734 930,637,732 0.9694 0.9704

第5計算期間末 (2019年 1月10日) 726,259,958 727,016,175 0.9604 0.9614

 2018年 1月末日 1,194,285,177 ― 0.9801 ―

 　　　 2月末日 1,131,632,744 ― 0.9763 ―

 　　　 3月末日 1,096,309,805 ― 0.9742 ―

 　　　 4月末日 1,000,915,731 ― 0.9721 ―

 　　　 5月末日 953,103,960 ― 0.9722 ―

 　　　 6月末日 939,081,670 ― 0.9704 ―

 　　　 7月末日 882,564,867 ― 0.9691 ―

 　　　 8月末日 829,583,226 ― 0.9705 ―

 　　　 9月末日 816,141,247 ― 0.9683 ―

 　　　10月末日 758,103,639 ― 0.9650 ―

 　　　11月末日 745,446,889 ― 0.9615 ―

 　　　12月末日 724,969,463 ― 0.9587 ―

 2019年 1月末日 728,595,952 ― 0.9641 ―

 

②【分配の推移】

期 計算期間 1口当たりの分配金（円）

第1計算期間 2016年 7月29日～2017年 1月10日 0.0010

第2計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0010

第3計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0010

第4計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0010

第5計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0010
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③【収益率の推移】

期 計算期間 収益率（％）

第1計算期間 2016年 7月29日～2017年 1月10日 △1.2

第2計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.4

第3計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 △0.5

第4計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △1.3

第5計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △0.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前

の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し

て得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

 

（４）【設定及び解約の実績】

期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）

第1計算期間 2016年 7月29日～2017年 1月10日 1,918,113,512 319,338,568 1,598,774,944

第2計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 636,505,587 677,457,213 1,557,823,318

第3計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 104,374,383 419,144,184 1,243,053,517

第4計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 89,096,309 373,151,681 958,998,145

第5計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 38,758,610 241,539,643 756,217,112

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１） 本ファンドの取得申込は、販売会社の営業日（ただし、アイルランド証券取引所の休業日、ロ

ンドン証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日ま

たは香港の銀行休業日に該当する場合を除きます。）において行われます。本ファンドの取得

申込の受付は、原則として午後３時までに取得申込が行われ、かつ当該取得申込の受付に係る

販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。これらの受

付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日の取扱いとなります。

（２） 本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コー

ス」と税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「自動けいぞく投資

コース」があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。

「自動けいぞく投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で

累積投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結するものとします。なお、販売会社

によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約

または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読

み替えるものとします。

（３） 本ファンドの申込価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

（４） 本ファンドの申込単位は、販売会社が委託会社の承諾を得て定める単位とします。

ただし、「自動けいぞく投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口の整数

倍とします。

（５） 本ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に1.08％
＊
（税抜１％）を上

限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

＊ 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。なお、消費税率

が10％になった場合は、1.1％となります。

（６） 販売会社によっては、本ファンド、「あおぞら・先進国バランス・ファンド（為替ヘッジあ

り）」および「あおぞら・グローバル・バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）」の間で

スイッチング（乗換え）が可能です。スイッチングの取扱いの有無やスイッチングに係る手数

料等については販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社までお問い合わせくださ

い。なお、スイッチングの際には、換金時と同様に換金（解約）されるファンドに対して換金

にかかる税金等がかかりますのでご留意ください。

（７） 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、販売会社にお問い合わせください。

販売会社については、下記の照会先までお問い合わせください。

＜照会先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

委託会社の電話番号：03-6752-1051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

（８） 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いください。

（９） 委託会社は、投資対象とする投資信託証券に投資ができない場合、金融商品取引所における取

引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市場の

閉鎖もしくは著しい流動性の減少等その他やむを得ない事情があると判断したときは、本ファ

ンドの取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込を取消すことができま

す。
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（１０）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の

受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係

る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払

いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことが

できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿

への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとし

ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、そ

の備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じ

た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に

係る信託を設定した旨の通知を行います。

 

２【換金（解約）手続等】

（１） 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの

とします。

（２） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日（ただし、アイルランド証券取引

所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨーク

の銀行休業日または香港の銀行休業日に該当する場合を除きます。）において一部解約の実行

の請求を行うことができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一

部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了し

たものを当日の申込受付分として取扱います。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実

行の請求は翌営業日の取扱いとなります。

（３） 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

（４） 一部解約の単位は、販売会社が別に定める単位とします。

（５） 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、販売会社にお問い合わせください。販

売会社については、下記の照会先までお問い合わせください。

＜照会先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

委託会社の電話番号：03-6752-1051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

（６） 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して６営業日目から販売

会社の営業所等においてお支払いするものとします。

（７） 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には別途制限を設ける場合がありま

す。

（８） 委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所におけ

る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市

場の閉鎖もしくは著しい流動性の減少等その他やむを得ない事情があると委託会社が判断した

ときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の

請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受

益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益

者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該

受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし

て計算された価額とします。
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（９） 本ファンドの受益権の換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対

して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該

一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該

振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

① 本ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を

法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して

得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日における受益権

総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建

有価証券」という場合があります。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算

については、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。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。

② 本ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

　　　　投資信託証券：原則として、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取

引所の最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、また

は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融

商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託証券の基準価額に

基づいて評価します。

③ 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、下記の照会先または販売会社に問

い合わせることにより知ることができます。

なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。

＜照会先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

委託会社の電話番号：03-6752-1051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

 

（２）【保管】

該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

本ファンドの信託期間は、信託契約締結日から原則として無期限とします。

 

（４）【計算期間】

① 本ファンドの計算期間は、毎年１月11日から７月10日までおよび７月11日から翌年１月10日ま

でを原則とします。ただし、第１計算期間は2016年７月29日から2017年１月10日までとしま

す。

② 上記①の規定にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当

日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ

り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終

了日とします。
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（５）【その他】

① 信託契約の解約

a. 委託会社は、信託期間中において、この信託に係る受益権の総口数が10億口を下回ったと

き、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、指定投資信託

証券が存続しないこととなったとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会

社と合意のうえ、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、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

b. 委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）

を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理

由等の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益

者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

c. 上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。）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。なお、この信託契約に係

る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ

いて賛成するものとみなします。

d. 上記b.の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以上に当た

る多数をもって行います。

e. 上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお

いて、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にや

むを得ない事情が生じている場合であって、上記b.から上記d.までに規定するこの信託契

約の解約の手続を行うことが困難なときには適用しません。

 

② 信託契約に関する監督官庁の命令

a. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、

信託契約を解約し信託を終了させます。

b. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記

「⑥信託約款の変更等」の規定に従います。

 

③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

a. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

b. 上記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資

信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は後記「⑥信託約款の変更等」の

書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続

します。

 

④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

a. 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に

関する事業を譲渡することがあります。

b. 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ

の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ

の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委

託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が

辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「⑥信託約款

の変更等」に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を

除き、受託会社を解任することはできないものとします。

b. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。

 

⑥ 信託約款の変更等

a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と

の併合（投信法第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以

下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お

よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本「⑥信託約款の変更等」に

定める以外の方法によって変更することができないものとします。

b. 委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当

する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が

軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）

について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに

重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間

前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記

載した書面決議の通知を発します。

c. 上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本c.にお

いて同じ。）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。

なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議

について賛成するものとみなします。

d. 上記b.の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以上に当た

る多数をもって行います。

e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

f. 上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした

場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的

記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

g. 上記a.から上記f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決

された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の

書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

 

⑦ 運用報告書

a. 委託会社は、毎年１月および７月の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財

産の内容、有価証券売買状況、費用明細等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書

（投信法第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、かつ知れている受益者に交付しま

す。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
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b. 委託会社は、運用報告書（全体版）（投信法第14条第１項に定める運用報告書）を作成

し、委託会社のホームページに掲載します。

＜掲載先（あおぞら投信株式会社）＞

委託会社のホームページアドレス：http://www.aozora-im.co.jp/

c. 上記b.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求

があった場合には、これを交付するものとします。

 

⑧ 関係法人との契約の更改等

委託会社と販売会社との間の投資信託受益権の募集等・販売の取扱等に関する契約は、当事者

の別段の意思表示のない限り、１年毎に自動的に更新されます。投資信託受益権の募集等・販

売の取扱等に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。

 

⑨ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

本ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の

解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と

して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または信託

約款の変更等を行う場合において、投信法第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買

取請求の規定の適用を受けません。

 

⑩ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

本ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行う

ことはできません。

a. 他の受益者の氏名または名称および住所

b. 他の受益者が有する受益権の内容

 

⑪ 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.aozora-im.co.jp/

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合には、日本経

済新聞に掲載します。

 

⑫ 信託事務処理の再信託

受託会社は、本ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託

に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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４【受益者の権利等】

　受益者の有する主な権利は次の通りです。

（１）収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期間

終了日から起算して５営業日まで）から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に

記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約

が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に

設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益

権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。収益分配金

の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託

会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の

翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞

なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権

は、振替口座簿に記載または記録されます。

なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は

その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

(２)　償還金に対する請求権

受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、信託終了日

後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起算して５営業日まで）か

ら、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了

日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前

に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受

益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口

座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該

償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機

関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払いは、販売会

社の営業所等において行うものとします。

償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を

失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

(３)　換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約

の実行を請求することができます。

受付は原則として午後３時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります。

一部解約金の支払いは、原則として換金（解約）受付日から起算して６営業日目から販売会社の

営業所等において行うものとします。

 

(４)　帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧

または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
 
（1）本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵
省令第59号）」並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年
総理府令第133号）」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
（2）本ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期計算期間（2018年７月
11日から2019年１月10日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】

【あおぞら・先進国中短期公社債ファンド（為替ヘッジあり）】

（１）【貸借対照表】

  （単位：円）

 
第4期

2018年 7月10日現在
第5期

2019年 1月10日現在

資産の部   
流動資産   

コール・ローン 21,970,853 12,943,594

投資信託受益証券 228,199,388 177,831,871

投資証券 685,918,179 539,696,786

その他未収収益 99,657 77,205

流動資産合計 936,188,077 730,549,456

資産合計 936,188,077 730,549,456

負債の部   
流動負債   

未払収益分配金 958,998 756,217

未払解約金 965,651 99

未払受託者報酬 141,474 109,028

未払委託者報酬 3,395,282 2,616,579

未払利息 60 35

その他未払費用 1,047,878 807,540

流動負債合計 6,509,343 4,289,498

負債合計 6,509,343 4,289,498

純資産の部   
元本等   

元本 958,998,145 756,217,112

剰余金   
期末剰余金又は期末欠損金（△） △29,319,411 △29,957,154

（分配準備積立金） 17,133,401 13,672,428

元本等合計 929,678,734 726,259,958

純資産合計 929,678,734 726,259,958

負債純資産合計 936,188,077 730,549,456
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（２）【損益及び剰余金計算書】

  （単位：円）

 
第4期

自　2018年 1月11日
至　2018年 7月10日

第5期
自　2018年 7月11日
至　2019年 1月10日

営業収益   
受取配当金 11,686,904 4,291,304

有価証券売買等損益 △21,726,252 △7,280,214

その他収益 193,487 149,249

営業収益合計 △9,845,861 △2,839,661

営業費用   
支払利息 9,554 7,395

受託者報酬 141,474 109,028

委託者報酬 3,395,282 2,616,579

その他費用 1,047,878 807,655

営業費用合計 4,594,188 3,540,657

営業利益又は営業損失（△） △14,440,049 △6,380,318

経常利益又は経常損失（△） △14,440,049 △6,380,318

当期純利益又は当期純損失（△） △14,440,049 △6,380,318

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（△）
△3,010,235 △310,410

期首剰余金又は期首欠損金（△） △20,973,846 △29,319,411

剰余金増加額又は欠損金減少額 6,391,240 7,386,385

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
6,391,240 7,386,385

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－ －

剰余金減少額又は欠損金増加額 2,347,993 1,198,003

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－ －

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
2,347,993 1,198,003

分配金 958,998 756,217

期末剰余金又は期末欠損金（△） △29,319,411 △29,957,154
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

２.収益及び費用の計上基準 受取配当金

原則として、投資信託受益証券および投資証券の収益分配落ち日において、当該

収益分配金金額を計上しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

第4期

2018年 7月10日現在

第5期

2019年 1月10日現在

１． 計算期間の末日における受益権の総数 １． 計算期間の末日における受益権の総数

   958,998,145口   756,217,112口

２． 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に

規定する額

２． 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に

規定する額

  元本の欠損 29,319,411円  元本の欠損 29,957,154円

３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

  1口当たり純資産額 0.9694円  1口当たり純資産額 0.9604円

  (10,000口当たり純資産額) (9,694円)  (10,000口当たり純資産額) (9,604円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

第5期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

 分配金の計算過程  分配金の計算過程

 費用控除後の配当等

収益額

A 6,223,231円 費用控除後の配当等

収益額

A 733,871円

 費用控除後・繰越欠

損金補填後の有価証

券等損益額

B 0円 費用控除後・繰越欠

損金補填後の有価証

券等損益額

B 0円

 収益調整金額 C 1,625,600円 収益調整金額 C 1,115,381円

 分配準備積立金額 D 10,910,170円 分配準備積立金額 D 12,938,557円

 本ファンドの分配対

象収益額

E=A+B+C+D 18,759,001円 本ファンドの分配対

象収益額

E=A+B+C+D 14,787,809円

 本ファンドの期末残

存口数

F 958,998,145口 本ファンドの期末残

存口数

F 756,217,112口

 10,000口当たり収益

分配対象額

G=E/F×10,000 195円 10,000口当たり収益

分配対象額

G=E/F×10,000 195円

 10,000口当たり分配

金額

H 10円 10,000口当たり分配

金額

H 10円

 収益分配金金額 I=F×H/10,000 958,998円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 756,217円
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別

項目

第4期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

第5期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

１．金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に

関する法律第2条第4項に定める証券投資

信託であり、信託約款に規定する「運用

の基本方針」に従い、有価証券等の金融

商品に対して投資として運用することを

目的としております。

同左

２．金融商品の内容及びリスク 本ファンドが保有する金融商品の種類

は、有価証券、コール・ローン等の金銭

債権及び金銭債務であります。

これらは、投資信託受益証券および投資

証券の価格変動リスク、金利変動の市場

リスク、信用リスク及び流動性リスク等

に晒されております。

同左

３．金融商品に係るリスクの管理体制 委託会社では、投信管理部門において、

運用パフォーマンスの評価・分析及び運

用に係るリスクのモニタリングならびに

関係法令・運用の基本方針等の遵守状況

のモニタリングを行っております。モニ

タリングの結果はコンプライアンス部及

び社内に設置されたリスク管理委員会に

報告されます。リスク管理委員会は投信

管理部門からの報告事項に対して、必要

な報告聴取、調査、リスクの評価分析及

び是正勧告等の監督を行っております。

運用の外部委託を行う場合は、当該外部

運用委託先に対し定期的に前述と同等程

度の報告を義務付けることにより、リス

ク管理を実施しております。

同左

 

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別

項目

第4期

2018年 7月10日現在

第5期

2019年 1月10日現在

１．貸借対照表計上額、時価及びその

差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時

価で評価しているため、貸借対照表計上

額と時価の差額はありません。

同左

２．時価の算定方法 有価証券 有価証券

 売買目的有価証券 売買目的有価証券

 （重要な会計方針に係る事項に関する注

記）に記載しております。

同左

 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品

 上記以外の金融商品（コール・ローン等

の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決

済されるため、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該金融商品の帳簿価

額を時価としております。

同左

３．金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく

価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれておりま

す。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。

同左
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（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

元本の移動

区分

第4期

自 2018年 1月11日

至 2018年 7月10日

第5期

自 2018年 7月11日

至 2019年 1月10日

投資信託財産に係る元本の状況   
期首元本額 1,243,053,517円 958,998,145円

期中追加設定元本額 89,096,309円 38,758,610円

期中一部解約元本額 373,151,681円 241,539,643円

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券
 

種類

第4期

2018年 7月10日現在

第5期

2019年 1月10日現在

当計算期間の損益に含まれた評価差額

（円）

当計算期間の損益に含まれた評価差額

（円）

投資信託受益証券 △7,767,062 △3,310,611

投資証券 △10,436,211 △3,476,951

合計 △18,203,273 △6,787,562

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

　(1)株式

該当事項はありません。

 

　(2)株式以外の有価証券
 

（単位：円）
 

種　類 銘　柄 券面総額 評価額 備考

投資信託受益証

券

グローバル・マルチ・ストラテジーズ・ＵＳ・

ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボン

ド・ファンド（為替ヘッジあり）

19,497.876 177,831,871 

投資信託受益証券 合計 19,497.876 177,831,871 

投資証券 ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　グ

ローバル・ショートターム・インベストメント・グ

レード・フィクスト・インカム・ファンド

569,991.854 539,696,786 

投資証券 合計 569,991.854 539,696,786 

合計 589,489.73 717,528,657 

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

 

2019年 1月31日現在
 
Ⅰ　資産総額 728,962,122円

Ⅱ　負債総額 366,170円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 728,595,952円

Ⅳ　発行済口数 755,716,242口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9641円

　　（1万口当たり純資産額） （9,641円）
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

１．受益権の名義書換の事務等
本ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合
または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場
合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

 

２．受益者名簿
作成しません。

 

３．受益者集会
開催しません。

 

４．受益者に対する特典
ありません。

 

５．譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。

 

６．受益権の譲渡

（１） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

（２） 上記（１）の申請のある場合には、上記（１）の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有

する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替

口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記（１）の振替機関等が振替先口座を

開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替

機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数

の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

（３） 委託会社は、上記（１）に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機

関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると

判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

 

EDINET提出書類

あおぞら投信株式会社(E30689)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

53/80



７．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。

 

８．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。

 

９．償還金
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託
終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。）に支払います。

 

10．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
　

第１【委託会社等の概況】
　

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額（本書提出日現在）

① 資本金の額　　　　　　　　　　　　　　４億5,000万円

② 会社が発行する株式の総数　　　　　　　　　 45,000株

③ 発行済株式総数　　　　　　　　　　 　　　　18,000株

④ 最近５年間における主な資本金の額の増減

設立　　2014年２月４日　　　資本金２億2,500万円

2017年５月26日　　　資本金４億5,000万円に増資

 

（２）会社の機構（本書提出日現在）

① 会社の意思決定機構

経営の意思決定ならびに業務執行における重要事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。取締役

は、株主総会において選任され、その任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終結の時までとします。取締役会は代表取締役を選定し、代表取

締役は会社を代表し、取締役会の決議に従い委託会社の業務執行の全般について指揮統括しま

す。取締役の変更があった場合には、監督官庁に届出ます。

② 投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定は、投資委員会において行われます。投資委員会は、代表取締役、常勤取

締役、運用部ならびに各部署の代表で構成され、必要に応じて他の役職員および外部の者も参

加します。運用部は、ファンドの商品企画・設計を行い、「運用の基本方針」を策定し、投資

委員会に上程します。投資委員会において、運用部から上程されるファンドの「運用の基本方

針」、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンド、運用権限の一部委託先等について、国

内外の経済・市場状況、競合状況、販売会社等を通じた需要等を勘案し議論、分析を行い、合

議のうえ、その諾否を決定します。運用部は、投資委員会で承認された運用方針に基づき、

ファンド毎の運用計画を策定または事後チェック体制に基づいて運用の指図を行います。

運用パフォーマンスの評価・分析および運用に係るリスクのモニタリングならびに法令・運用

の基本方針等の遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した投信管理部門で行

います。上記の結果は必要に応じてコンプライアンス部および社内に設置されたリスク管理委

員会に報告されます。リスク管理委員会は、代表取締役、常勤取締役、投信管理部、コンプラ

イアンス部を含む各部署の代表から構成されており、投信管理部門からの報告事項に対して、

必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析および是正勧告等の監督が行われます。運用の外部

委託を行う場合、その外部運用委託先に対しては、定期的に前述と同等程度の報告を義務付

け、リスク管理を実施します。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運

用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商

品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。
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なお、2019年２月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです（親投資信託を

除きます。）。

 

種類 本数 純資産総額（円）

追加型株式投資信託 26 89,523,747,914

単位型株式投資信託 11 66,685,789,534

合計 37 156,209,537,448
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３【委託会社等の経理状況】

 

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるあおぞら投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」と
いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19
年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和

52年大蔵省令第38号）」（以下、「中間財務諸表等規則」）という。）第38条及び第57条の規定に
より、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しておりま
す。

 
財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま

す。
 
(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期事業年度（自平成29年4月1日　
至平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期事業年度に係る中間会計期間（自

平成30年4月1日　至平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによ
る中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

期別  
前事業年度末 当事業年度末

（平成29年 3月31日現在） （平成30年 3月31日現在）

科目
注記 内訳 金額 内訳 金額

番号 （千円） （千円） （千円） （千円）

（資産の部）      

流動資産      

　現金・預金 ※２  118,471  491,534

　前払費用   3,524  5,193

　未収入金 ※２  27,124  28,690

　未収委託者報酬   61,419  98,323

　　流動資産計   210,540  623,741

      

固定資産      

　有形固定資産 ※１  1,666  13,504

　　建物  44  12,832  

　　器具備品  78  672  

建設仮勘定  1,543  -  

　無形固定資産     333

ソフトウェア  -  333  

　　固定資産計   1,666  13,837

　　資産合計   212,206  637,579

      

（負債の部）      

流動負債      

未払金   70,206  99,620

未払手数料 ※２ 29,617  47,902  

　その他未払金 ※２ 40,588  51,718  

未払費用   2,875  3,901

　未払法人税等   1,920  4,008

未払消費税等   12,472  3,075

預り金   26,576  32,266

資産除去債務   5,692  -

　　流動負債計   119,743  142,871

      

固定負債      

　資産除去債務   -  11,941

　繰延税金負債   -  3,518

　　固定負債計   -  15,459

　　負債合計   119,743  158,331

      

（純資産の部）      

株主資本      

　資本金   225,000  450,000

　資本剰余金   225,000  450,000

　　資本準備金  225,000  450,000  

　利益剰余金   △357,537  △420,751

　　その他利益剰余金      

　　　繰越利益剰余金  △357,537  △420,751  

　　純資産合計   92,462  479,248

　　負債・純資産合計   212,206  637,579
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（２）【損益計算書】

期別

 前事業年度 当事業年度

 （自　平成28年4月 1日 （自　平成29年4月 1日

 　 至　平成29年 3月31日） 　 至　平成30年3月31日）

科目
注記 内訳 金額 内訳 金額

番号 （千円） （千円） （千円） （千円）

営業収益      

　委託者報酬  503,215  569,431  

　　営業収益計   503,215  569,431

営業費用      

　支払手数料 ※１ 226,222  258,640  

　支払投資顧問料  51,503  54,720  

広告宣伝費  9,128  4,625  

　調査費  8,208  14,086  

　委託計算費  20,181  20,827  

　営業雑経費  20,432  27,437  

　　通信費  1,772  3,410  

　　印刷費  17,544  22,897  

　　協会費  1,115  1,129  

　　営業費用計   335,677  380,336

一般管理費      

給料 ※１ 187,226  200,456  

　　　役員報酬  49,327  53,301  

　　　給料・手当  113,899  114,470  

　　　賞与  23,999  32,684  

　　法定福利費 ※１ 20,486  23,036  

　　交際費  462  733  

　　旅費交通費  9,491  9,727  

　　租税公課  2,819  7,084  

　　不動産賃借料 ※１ 9,093  16,786  

賃借料 ※１ 3,826  3,542  

　　固定資産減価償却費  2,299  699  

資産除去債務利息費用  103  101  

　　支払報酬料  7,879  6,850  

　　消耗品費  368  5,830  

保守修理費  55  128  

　　会議費  194  297  

　　保険料  274  276  

　　送金手数料  692  935  

一般管理費計   245,275  276,487

　 　 　営業損失   77,737  87,392

営業外収益      

　　受取利息 ※１ 5  2  

　　雑収入  5,097  490  

　　　営業外収益計   5,103  493

営業外費用      

　　資産除去債務履行差額  -  1,196  

　　　営業外費用計     1,196

　 　 　経常損失   72,634  88,096

　　　　税引前当期純損失   72,634  88,096

　　　　法人税、住民税及び事業税 ※１  △25,559  △28,400

法人税等調整額   △1,169  3,518

　　　　当期純損失   45,904  63,214

 

EDINET提出書類

あおぞら投信株式会社(E30689)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

59/80



（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成28年 4月 1日　　至　平成29年 3月31日） 　　　　　　　　　（単位：千円）

 株主資本 純資産

合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計  

  資本 資本 その他利益

剰余金

利益   

  準備金 剰余金 剰余金   

   合計 繰越利益

剰余金

合計   

       

当期首残高 　225,000 　225,000 　225,000 △311,633 △311,633 　138,366 　138,366

当期変動額        

　当期純損失    △45,904 △45,904 △45,904 △45,904

当期変動額合計 　　　- 　　　- 　　　- △45,904 △45,904 △45,904 △45,904

当期末残高 　225,000 　225,000 　225,000 △357,537 △357,537 　92,462 　92,462

 
当事業年度（自　平成29年 4月 1日　　至　平成30年 3月31日） 　　　　　　　　　（単位：千円）

 株主資本 純資産

合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計  

  資本 資本 その他利益

剰余金

利益   

  準備金 剰余金 剰余金   

   合計 繰越利益

剰余金

合計   

       

当期首残高 　225,000 　225,000 　225,000 △357,537 △357,537 　92,462 92,462

当期変動額        

　当期純損失    △63,214 △63,214 △63,214 △63,214

　新株の発行 　225,000 　225,000 　225,000   450,000 450,000

当期変動額合計 　225,000 　225,000 　225,000 △63,214 △63,214 386,785 386,785

当期末残高 　450,000 　450,000 　450,000 △420,751 △420,751  479,248 479,248

 
 
重要な会計方針
１．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　　建物については、定額法を採用しております。器具備品については、主に定率法によっておりま
す。

　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　 　建物 　　　　15年

　　　 　　器具備品 　　3～15年

 
(2) 無形固定資産

　　　定額法を採用しております。
　　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　 　自社利用のソフトウェア 　　　5年

 
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理
　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
 

(2)連結納税制度の適用

　　　親会社である株式会社あおぞら銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しておりま

す。
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未適用の会計基準等
（「収益認識に係る会計基準」等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）

 
(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
　ステップ1：顧客との契約を識別する。
　ステップ2：契約における履行義務を識別する。
　ステップ3：取引価格を算定する。
　ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
　ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
 

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首より適用予定であります。
 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
 
 
注記事項
（貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 
 

前事業年度
（平成29年 3月31日現在）

当事業年度
（平成30年 3月31日現在）

有形固定資産の減価償却累計額 6,711千円 950千円
 
※２．関係会社に対する資産・負債

 
 

前事業年度
（平成29年 3月31日現在）

当事業年度
（平成30年 3月31日現在）

流動資産   
預金 74,354千円 155,095千円
未収入金 27,124 28,690

流動負債   
未払手数料 23,101 36,031

　その他未払金 31,474 36,626

 
 
（損益計算書関係）

※１．関係会社に対する事項

 
 

前事業年度
（自　平成28年4月 1日

　　至　 平成29年3月31日）

当事業年度
（自　平成29年4月 1日

　 至　 平成30年3月31日）

支払手数料 129,864千円 135,925千円
給料 187,226 200,456

法定福利費 20,047 22,671

不動産賃借料 9,093 16,786

賃借料 2,692 2,429

受取利息 5 2

法人税、住民税及び事業税 △27,124 △28,690

　当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個別帰属額であり、連結納税親会社から受領する
金額であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

　前事業年度（自　平成28年 4月 1日　　至　平成29年 3月31日）

　　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末

期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

普通株式 9,000株  -  - 9,000株

 
当事業年度（自　平成29年 4月 1日　　至　平成30年 3月31日）

　　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末

期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

普通株式 9,000株 9,000株  - 18,000株

（変動事由の概要）

普通株式の増加数の内訳は、親会社である株式会社あおぞら銀行を引受先とする募集株式9,000
株の発行によるものであります。

 
 
（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項
　(1) 金融商品に対する取組方針

当社が事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達につ
いては、借入によらず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っており
ません。

 
　(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社の営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行の
固有資産と分別管理されており、当該報酬は、計理上毎日の未払費用として投資信託財産の負債
項目に計上されております。このため、顧客の信用リスクはありません。また、未収入金に係る
顧客の信用リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスク低減を図って
おります。

 
　(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
 

前事業年度（平成29年 3月31日現在）  （単位：千円）

  貸借対照表 時価 差額

  計上額

(1) 現金・預金 118,471 118,471 -

(2) 未収入金 27,124 27,124 -

(3) 未収委託者報酬 61,419 61,419 -

資産計 207,015 207,015 -

(1) 未払手数料 29,617 29,617 -

(2) その他未払金 40,588 40,588 -

負債計 70,206 70,206 -

 

当事業年度（平成30年 3月31日現在）  （単位：千円）

  貸借対照表 時価 差額

  計上額

(1) 現金・預金 491,534 491,534 -

(2) 未収入金 28,690 28,690 -

(3) 未収委託者報酬 98,323 98,323 -

資産計 618,548 618,548 -

(1) 未払手数料 47,902 47,902 -

(2) その他未払金 51,718 51,718 -

負債計 99,620 99,620 -

 
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

　　(1) 現金・預金、(2) 未収入金、並びに(3) 未収委託者報酬

　　　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。
負債

　　(1) 未払手数料、並びに(2)その他未払金

　 　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。
 
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成29年 3月31日現在） （単位：千円）

 １年以内 １年超

(1) 現金・預金 118,471 -

(2) 未収入金 27,124 -

(3) 未収委託者報酬 61,419 -

合計 207,015 -

 
当事業年度（平成30年 3月31日現在） （単位：千円）

 １年以内 １年超

(1) 現金・預金 491,534 -

(2) 未収入金 28,690 -

(3) 未収委託者報酬 98,323 -

合計 618,548 -
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
 前事業年度  当事業年度

 （平成29年 3月31日現在）  （平成30年 3月31日現在）

繰延税金資産 （千円）  （千円）

未払費用 887  1,194

未払賞与 9,638  11,148

資産除去債務 1,756  3,656

未払事業税 503  1,138

未払事業所税 42  196

繰越欠損金 36,259  43,149

減価償却超過額 140  -

繰延資産償却超過額 642  331

繰延税金資産小計 49,871  60,816

評価性引当額 △49,871  △60,816

繰延税金資産合計 -  -

繰延税金負債    

資産除去債務に対応する除去費用 -  △3,518

繰延税金負債合計 -  △3,518

繰延税金資産(負債)の純額 -  △3,518

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上したため記載を省略しております。
 
 

（資産除去債務関係）

　前事業年度（自　平成28年 4月 1日　　至　平成29年 3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要

　　　　オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
 
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から26箇月と見積り、割引率は1.471％を使用して資産除去債務の金額を
算定しております。

 
(3) 資産除去債務の総額の増減　　　　　　　　　（単位：千円）

 前事業年度
 （自 平成28年4月1日

　 至 平成29年3月31日）

期首残高 7,542

時の経過による調整額 103

見積りの変更による減少額 △1,954

期末残高 5,692

 
当事業年度（自　平成29年 4月 1日　　至　平成30年 3月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要

　　　　オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
 
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から360箇月と見積り、割引率は0.808％を使用して資産除去債務の金額を
算定しております。
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(3) 資産除去債務の総額の増減　　　　　　　　　（単位：千円）

 当事業年度
（自 平成29年4月1日

　 至 平成30年3月31日）

期首残高 5,692

有形固定資産の取得に伴う増加額 11,853

時の経過による調整額 101

資産除去債務の履行による減少額 △5,706

期末残高 11,941

 
 
（セグメント情報等）

前事業年度（自　平成28年 4月 1日　　至　平成29年 3月31日）

　１．セグメント情報
　　　当社は金融商品取引業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
２．関連情報

 　 (1) 商品及びサービスごとの情報

　　 　 単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、記載を省略しております。
 
 　 (2) 地域ごとの情報

　 　① 営業収益

　　 　 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。

 
　　 ② 有形固定資産

　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。

 
 　 (3) 主要な顧客ごとの情報

　　 　 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。

 
　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。
 
　４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
　　　　該当事項はありません。
 
　５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
 
当事業年度（自　平成29年 4月 1日　　至　平成30年 3月31日）

　１．セグメント情報
　　　当社は金融商品取引業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
　２．関連情報
 　 (1) 商品及びサービスごとの情報

　　 　 単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、記載を省略しております。
 
 　 (2) 地域ごとの情報

　 　① 営業収益

　　 　 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。
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　　 ② 有形固定資産

　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。

 
 　 (3) 主要な顧客ごとの情報

　　 　 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。

 
　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。
 
　４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
　　　　該当事項はありません。
 
　５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
 
 
 
（関連当事者情報）

　１．関連当事者との取引
(ア)　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

　　　前事業年度（自　平成28年 4月 1日　　至　平成29年 3月31日）
種類 会社等の

名称

所在地 資本金又

は出資金

(億円)

事業の

内容

議決権等

の所有(被

所有)割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

(千円)

科目 期末残高

(千円)

親会社 ㈱あおぞ

ら銀行

東京都

千代田

区

1,000 銀行業 被所有

直接

100％

役員の

受入

出向者

の受入

事務代

行

税額の

うち連

結納税

親会社

からの

受入

27,124 未収入金 27,124

出向者

負担金

207,274 その他

未払金

31,474

       代行

手数料

129,864 未払

手数料

23,101

 

当事業年度（自　平成29年 4月 1日　　至　平成30年 3月31日）

　　
種類

会社等の

名称

所在地 資本金又

は出資金

(億円)

事業の

内容

議決権等

の所有(被

所有)割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

(千円)

科目 期末残高

(千円)

親会社 ㈱あおぞ

ら銀行

東京都

千代田

区

1,000 銀行業 被所有

直接

100％

増資の

引受

役員の

受入

出向者

の受入

事務代

行

増資の

引受

450,000 - -

    税額の

うち連

結納税

親会社

からの

受入

28,690 未収入金 28,690

出向者

負担金

223,128 その他

未払金

36,626

      代行

手数料

135,925 未払

手数料

36,031
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(イ)　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等

　　　前事業年度（自　平成28年 4月 1日　　至　平成29年 3月31日）
種類 会社等の

名称

所在地 資本金又

は出資金

(億円)

事業の

内容

議決権等

の所有(被

所有)割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

(千円)

科目 期末残高

(千円)

同一の

親会社

を持つ

会社

あおぞら

証券㈱

東京都

千代田

区

30 金融商

品取引

業

なし 事務代

行

代行

手数料

93,687 未払

手数料

5,694

 
当事業年度（自　平成29年 4月 1日　　至　平成30年 3月31日）
種類 会社等の

名称

所在地 資本金又

は出資金

(億円)

事業の

内容

議決権等

の所有(被

所有)割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

(千円)

科目 期末残高

(千円)

同一の

親会社

を持つ

会社

あおぞら

証券㈱

東京都

千代田

区

30 金融商

品取引

業

なし 事務代

行

代行

手数料

113,332 未払

手数料

8,832

 

　　(注)１．上記（ア）～（イ）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高に
は消費税等が含まれております。

　 　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 (1) 出向者負担金については、親会社の給料基準に基づいて金額を決定しております。

　　　(2) 代行手数料については、一般の取引条件と同様に決定しております。

 
　２．親会社に関する注記
　　(1) 親会社情報

　　　　㈱あおぞら銀行　（東京証券取引所に上場）

 
 
（１株当たり情報）

 

前事業年度 当事業年度

 （自 平成28年 4月 1日  （自 平成29年 4月 1日

 　至 平成29年 3月31日）  　至 平成30年 3月31日）

１株当たり純資産額 10,273.62円 26,624.92円

１株当たり当期純損失金額 5,100.49円 3,798.04円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、ま
た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

前事業年度 当事業年度

 （自 平成28年 4月 1日  （自 平成29年 4月 1日

 　至 平成29年 3月31日）  　至 平成30年 3月31日）

当期純損失（千円） 45,904 63,214

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る当期純損失（千円） 45,904 63,214

普通株式の期中平均株式数（株） 9,000 16,644

 
 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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（１）中間貸借対照表

期別  
当中間会計期間末

（平成30年 9月30日現在）

科目
注記 内訳 金額

番号 （千円） （千円）

（資産の部）    

流動資産    

現金・預金   478,207

前払費用   4,523

未収入金   7,960

未収委託者報酬   120,991

流動資産計   611,683

    

固定資産    

有形固定資産 ※１  13,158

建物  12,587  

器具備品  571  

無形固定資産   2,899

ソフトウェア  2,899  

固定資産計   16,057

資産合計   627,741

    

（負債の部）    

流動負債    

未払金   96,405

未払手数料  59,403  

その他未払金  37,002  

未払費用   8,544

未払法人税等   3,273

未払消費税等   5,098

預り金   31,553

流動負債計   144,874

    

固定負債    

資産除去債務   11,989

繰延税金負債   3,458

固定負債計   15,447

負債合計   160,321

    

（純資産の部）    

株主資本    

資本金   450,000

資本剰余金   450,000

資本準備金  450,000  

利益剰余金   △432,580

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  △432,580  

純資産合計   467,419

負債・純資産合計   627,741
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（２）中間損益計算書

期別

当中間会計期間

（自　平成30年 4月 1日

　　至　平成30年 9月30日）

科目
内訳 金額

（千円） （千円）

営業収益   

委託者報酬 350,969  

営業収益計  350,969

営業費用   

支払手数料 160,524  

支払投資顧問料 31,686  

広告宣伝費 3,685  

調査費 6,388  

委託計算費 9,532  

営業雑経費 15,337  

通信費 1,219  

印刷費 13,554  

協会費 562  

営業費用計  227,154

一般管理費   

給料 104,291  

役員報酬 27,477  

給料・手当 61,895  

賞与 14,918  

法定福利費 11,911  

交際費 297  

旅費交通費 5,804  

租税公課 3,439  

不動産賃借料 8,038  

賃借料 1,881  

固定資産減価償却費 379  

資産除去債務利息費用 48  

支払報酬料 3,860  

消耗品費 286  

外注費 1,998  

保守修理費 46  

会議費 396  

保険料 560  

送金手数料 384  

一般管理費計  143,625

営業損失  19,811

営業外収益   

受取利息 0  

雑収入 134  

営業外収益計  135

経常損失  19,675

税引前中間純損失  19,675

法人税、住民税及び事業税  △7,786

法人税等調整額  △60

中間純損失  11,828
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（３）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自　平成30年 4月 1日　　至　平成30年 9月30日）

 （単位：千円）

 株主資本 純資産
合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計  

  資本 資本 その他利
益剰余金

利益   

  準備金 剰余金 剰余金   

   合計 繰越利益
剰余金

合計   

       

当期首残高 450,000 450,000 450,000 △420,751 △420,751 479,248 479,248

当中間期変動額        

　中間純損失    △11,828 △11,828 △11,828 △11,828

当中間期変動額合計 - - - △11,828 △11,828 △11,828 △11,828

当中間期末残高 450,000 450,000 450,000 △432,580 △432,580 467,419 467,419

 
 
重要な会計方針
１．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　　 建物については、定額法を採用しております。器具備品については、主に定率法によっており

ます。
　　　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　 　建物 　　　　15年

　　　 　　器具備品 　　3～15年

 
(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいており

ます。
 
２．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理
　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
 

(2)連結納税制度の適用
　　　親会社である株式会社あおぞら銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しておりま

す。
 
 
追加情報
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）等を当中
間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
は固定負債の区分に表示しております。
 
 
注記事項
（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間（平成30年 9月30日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　1,296千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　当中間会計期間（自　平成30年 4月 1日　　至　平成30年 9月30日）

　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当事業年度 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間

期首株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数

普通株式 18,000株 -  - 18,000株

 
（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項
　　平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
　 当中間会計期間（平成30年 9月30日現在）   

    （単位：千円）

  中間貸借対照表 時価 差額

  計上額

(1) 現金・預金 478,207 478,207 -

(2) 未収入金 7,960 7,960 -

(3) 未収委託者報酬 120,991 120,991 -

資産計 607,159 607,159 -

(1) 未払手数料 59,403 59,403 -

(2) その他未払金 37,002 37,002 -

負債計 96,405 96,405 -

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

　　(1) 現金・預金、(2) 未収入金、並びに(3) 未収委託者報酬

　　　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。
負債

　　(1) 未払手数料、並びに(2)その他未払金

　 　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。
 

（資産除去債務関係）

当中間会計期間（自　平成30年 4月 1日　　至　平成30年 9月30日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 資産除去債務の総額の増減

 （単位：千円）

期首残高 11,941

有形固定資産の取得に伴う増加額 -

時の経過による調整額 48

資産除去債務の履行による減少額 -

期末残高 11,989

 
（セグメント情報等）

　当中間会計期間（自　平成30年 4月 1日　　至　平成30年 9月30日）

　１．セグメント情報
　　　当社は金融商品取引業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
　２．関連情報
 　 (1) 商品及びサービスごとの情報

　　 　 単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を

超えるため、記載を省略しております。
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 　 (2) 地域ごとの情報

　 　① 営業収益

　　 　 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。

 
　　 ② 有形固定資産

　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。

 
 　 (3) 主要な顧客ごとの情報

　　 　 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。

 
　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。
 
　４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
　　　　該当事項はありません。
 
　５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
 
（１株当たり情報）

当中間会計期間（自　平成30年 4月 1日　　至　平成30年 9月30日）

１株当たり純資産額　　　　　　　　　25,967.78円
１株当たり中間純損失金額　　　　　　　 657.14円

 
　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、ま
た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 
（注）１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

当中間会計期間

 （自 平成30年 4月 1日

 　至 平成30年 9月30日）

中間純損失（千円） 11,828

普通株主に帰属しない金額（千円） -

普通株式に係る中間純損失（千円） 11,828

普通株式の期中平均株式数（株） 18,000

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。
 

EDINET提出書類

あおぞら投信株式会社(E30689)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

72/80



４【利害関係人との取引制限】

 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

る行為が禁止されています。

（１） 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う

こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜

させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（２） 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、

もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし

て内閣府令で定めるものを除きます。）。

（３） 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取

引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま

す。以下（４）および（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権

の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他

の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その

他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。

（４） 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を

行うこと。

（５） 上記（３）および（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する

行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信

用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

（１） 定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

 

（２） 訴訟事件その他の重要事項

委託会社および本ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり

ません。

 

EDINET提出書類

あおぞら投信株式会社(E30689)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

73/80



第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１） 受託会社

① 名称

三井住友信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

 

② 資本金の額

342,037百万円（2018年９月末現在）

 

③ 事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）

に基づき信託業務を営んでいます。

 

＜（ご参考）再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　　：51,000百万円（2018年９月末現在）

事業の内容　　　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に

関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 

（２） 販売会社

（2018年９月末現在）

名　称 資本金の額 事業の内容

株式会社あおぞら銀行 100,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品
取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社 7,495百万円

 

２【関係業務の概要】

（１） 受託会社

受託会社として、信託財産の保管・管理業務等を行い、収益分配金、一部解約金および償還金

の交付等を行います。

 

（２） 販売会社

販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。

 

３【資本関係】

（１） 受託会社

該当事項はありません。

 

（２） 販売会社

販売会社である株式会社あおぞら銀行は、委託会社の株式を18,000株（持株比率100.0％）保

有しています。
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第３【その他】

 

１．目論見書の表紙に、委託会社および販売会社の名称を記載し、本ファンド、委託会社および販売会

社のロゴマークや図案を表示し、イラスト、写真等を採用することがあります。また、目論見書の

表紙に、本ファンドの概略的性格を表示する文言を記載することがあります。さらに、目論見書の

裏表紙に本ファンドおよび委託会社のロゴを記載することがあります。

 

２．金融商品取引法第13条第２項第１号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として

「投資信託説明書（交付目論見書）」という名称を、また、金融商品取引法第13条第２項第２号に

定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投資信託説明書（請求目論見書）」と

いう名称を使用することがあります。

 

３．投資信託説明書（請求目論見書）の表紙あるいは裏表紙に、金融商品取引法に基づき、投資家の請

求により交付される目論見書である旨を記載することがあります。

 

４．投資信託説明書（請求目論見書）の表紙に課税上の取扱いに関する記載をすることがあります。

 

５．目論見書に記載する運用状況に関する情報等は、適宜更新することがあります。

 

６. 目論見書の表紙等に「金融商品取引業者登録番号」、「運用する証券投資信託財産の合計純資産総

額」「使用開始日」、「委託会社のホームページアドレス」および「電話番号等」等を記載するこ

とがあります。また、目論見書の裏表紙等に以下の内容を記載することがあります。

・本ファンドの信託財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理されています。

 

７．投資信託説明書（請求目論見書）の巻末に信託約款を掲載することがあります。

 

８．目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

 

９．投資評価機関、投資評価会社等から本ファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティング

を使用することがあります。

 

10．目論見書の表紙に、本ファンドの愛称は委託会社の登録商標である旨を記載することがあります。

 

11．目論見書の表紙等に、本ファンドにかかる以下の趣旨の文言の全部または一部を記載することがあ

ります。

ご投資家の皆さまへ

 

「海のしずく」の最も特徴的な点は、長期的な期待リターンとそれに伴うリスク、更に踏み込

んで想定される年間最大変動率の目安を示すことで、ご投資家の皆さまご自身の投資目的に照

らして相応しいファンドであるか、またそれに伴うリスクがどの程度かということを容易にご

認識いただけるようにしていることです。

加えて、基準価額の変動を低減するために複数の資産を組み合わせており、投資目的を達成す

るために必要なリスクテイクをなるべく低く抑えていることです。

EDINET提出書類

あおぞら投信株式会社(E30689)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

75/80



「海のしずく」では、為替リスクを極力排除し、金利変動リスクと信用リスクの抑制を図りな

がら、円建て公社債よりも高い利回りの獲得を目指します。

今後も「海のしずく」を末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

 

「海のしずく」は、推計リスクと期待リターンを明示しておりますが、ご投資家の皆さまが許

容できるリスクとリターンを合わせてお考えいただき、お申込みに当たってはご自身でご判断

ください。

 

あおぞら投信
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独立監査人の監査報告書
 
 

平成３０年５月９日
 
あ お ぞ ら 投 信 株 式 会 社
 

取 締 役 会 御中

 
 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 平 木 達 也 ㊞

      
 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 山 田 信 之 ㊞

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているあおぞら投信株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３
１日までの第５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、あおぞら投信株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
 
 

２０１９年３月８日
 
あ お ぞ ら 投 信 株 式 会 社
 

取 締 役 会 御中

 
 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 山 田 信 之 印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

ドの経理状況」に掲げられているあおぞら・先進国中短期公社債ファンド（為替ヘッジあり）の２０１
８年７月１１日から２０１９年１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、あおぞら・先進国中短期公社債ファンド（為替ヘッジあり）の２０１９年１月１０日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
 
利害関係
あおぞら投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 
 

平成３０年１１月１６日
 
あ お ぞ ら 投 信 株 式 会 社
 

取 締 役 会 御中

 
 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 平 木 達 也 ㊞

      
 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 山 田 信 之 ㊞

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているあおぞら投信株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３
１日までの第６期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会
計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
 

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
 

中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、あおぞら投信株式会社の平成３０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって
終了する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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