
＜管理会社＞ FPTファンド・マネジメント・ジョイント・ストック・カンパニー
●	管理会社は、ベトナムの証券法および企業法に基づき、2007年にベトナムで株式会社として設立された。
●	ファンド資産の運用・管理、ファンド証券の発行・買戻業務を提供する。
●	管理会社の事業の目的には、証券投資ファンドおよび証券投資ポートフォリオの運用、ベトナムへの投資を目的とする外国投資ファ
ンドの募集および運用、証券投資顧問業および法律により許可されるその他専門家による事業活動を含む。

●	2017年4月28日現在、管理会社の資本金は110十億ドン（560,142千円）（１株の額面金額10,000ドンの普通株式11百万株）
である。
（注）�2017年5月12日現在のドンの対米ドルレートは、1米ドル＝約22,375ドン（ベトナム国家銀行による建値）であり、上記1米ドル＝113.94

円から円とドルの同日の相場は100ドン＝約0.50922円と計算される。

＜受託会社＞ メープルズエフエス・リミテッド
●	ファンド資産の受託業務を提供する。

＜保管会社＞ ドイチェ・バンク・アーゲー・ホーチミン支店
●	ファンド資産のベトナムでの保管業務を提供する。

＜管理事務代行会社＞ メープルズ・ファンド・サービシズ（ケイマン）リミテッド
●	管理業務の一部を提供する。

＜代行協会員／日本における販売会社＞ ニュース証券株式会社　ホームページアドレス（http://www.news-sec.co.jp）
●	代行協会員業務および受益証券の販売・買戻業務を提供する。

●	ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
●	ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要な場合には、日本における販売会社にご請求
いただければ当該日本における販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録し
ておくこととされております。

●	また、EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容は
WEBサイト（http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）でもご覧いただけます。

●	この交付目論見書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
●	この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価
証券届出書を平成29年6月30日に財務省関東財務局長に提出しており、翌7月1日にその届出の効力が生じております。

●	ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、こ
れら運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。

ニュース FPT キャピタル トラスト
ベトナム バランス ファンド

ケイマン籍オープンエンド契約型外国投資信託

投資信託説明書（交付目論見書）

平成29年7月1日



1

ファンド資産
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ベトナム
ソブリン債券
短期金融資産

100%
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経済成長から
見た株式市場
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株式エクスポージャー引き上げ

株式エクスポージャー引き下げ

ファンドの目的

　ニュース	FTP	キャピタル	トラスト	ベトナム	バランス	ファンド（以下「ファンド」という。）の投資目的は、下記に掲げる
投資により、ファンド資産の成長を目指すことである。
①ベトナムの国債・公的機関発行の債券、信用度の高い短期金融商品を含む信用度の高い金融機関への預金へ
の投資

②ベトナム国内の証券取引所（ハノイ証券取引所、ホーチミン証券取引所）に上場されている企業によって発行
される株式、転換社債、ワラント、ワラント債を含む株式関連証券ならびに債券への投資

③ベトナム国内の証券取引所に上場している投資信託への投資
④ベトナム国内で設立され、国内証券取引所に上場を目論む企業によって発行される株式、転換社債、ワラント、
ワラント債を含む株式関連証券ならびに債券への投資（ただし、非上場株式への投資はファンド資産の15％を
上限とする。）

⑤その資産の大部分をベトナムに有するか、またはその売上の大部分がベトナムに由来するベトナム以外の証券
市場に上場している会社によって発行される株式、転換社債、ワラント、ワラント債を含む株式関連証券なら
びに債券への投資

ファンドの特色

投資目的および投資方針
　ファンドの投資目的は、ベトナム国債・政府関係機関の債券、ベトナムの証券取引所上場会社等の持分証券および
社債などに投資することで、資本の値上がりを達成することである。

※ファンドによるデリバティブへの投資は行われない。
投資戦略
　ファンドの運用に際しては、トップダウン分析およびボトムアップ分析を利用して運用される。
　トップダウン分析では、ベトナム独自の経済分析に加え、世界経済レベルから見たベトナムの経済力を判断する。
その判断と株式市場水準を考慮し、株式のエクスポージャーを決定する。株式のエクスポージャーの決定手法は、セ
クターのエクスポージャーを決定する際にも同様の手法をとる。

　ボトムアップ分析では、上場株式投資の株式スクリーニング・プロセスにおいて、個々の企業の定量的および定性
的な選別基準に従う。企業の収益性とその見通し、財務諸表分析に基づいたバリュー・アプローチ、コーポレート・

ファンドの目的・特色
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ガバナンスなどの経営の質や透明性等の企業ファンダメンタル分析を重視する。また、流動性を考慮する。
　非上場株式への投資は、国営企業セクター、時に私募での増資、OTC市場でのセカンダリー購入、または政府の
入札による株式売却により、ファンドへの組入れが可能となる。非上場株式への投資には、証券の流動性を勘案し、
上場予定が明確である魅力的な会社への投資を心がける。その投資過程のポイントとなる要素は明確な情報、当該
企業への調査分析、経営陣の知識と認識、市場のフィードバック、タイムリーな投資決定、市場価格と投資時期、等
であり、実際の投資に際しては、それらを総合的に判断し、ファンドマネジャーが決定する。

運用体制

　管理会社であるFPTファンド・マネジメント・ジョイント・ストック・カンパニーは、ファンドの目的達成のための
予め定められた投資戦略に基づいて、投資判断を行い、実行する。
　SBIヴェン・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド（日本のSBIグループの100％子会社である。）は管理
会社の発行済資本金の49％を、FPTコーポレーション（コンティ　コファン　FPT）は管理会社の発行済資本金の
25％を保有している。同時に、FPTコーポレーションの主な投資グループ会社は、FPTファンド・マネジメント・	
ジョイント・ストック・カンパニー、ティエン・フォン・ジョイント・ストック・コマーシャル・バンクおよびFPTセキュリ
ティーズである。これらのグループ会社は、ベトナムで金融業務を行っている。
　2017年4月28日現在、管理会社はFCインベストメント・カンパニー・リミテッドおよびFFインベストメント・カンパニー・
リミテッドを含む完全所有する子会社2社を保有する。これら子会社2社の主な事業は、証券取引およびコンサルタント
業務である。
　管理会社は、ファンドの投資戦略に沿った投資戦略・投資判断の立案・実行を行う。管理会社のファンドマネジャー
および投資オフィサーは各自の職務においてその責任を負う。

主な投資制限

　管理会社は、ファンド資産の運用を、以下の投資制限（外国証券の取引に関する規則（日本証券業協会制定）第16条）
の範囲内で行うものとする。
①	空売りの制限
	 空売りを行った有価証券の時価総額はファンドの純資産価格を超えてはならない。
②	借入の制限
	 ファンドの純資産の10%を超えて借入を行ってはならない。
③	価格の透明性の確保
	 私募株式、非上場株式または不動産などの換価が容易でない資産に投資する場合、価格の透明性を確保する
方法をとる。

④	同一法人の株式の取得制限
	 1発行会社の発行済総株式の50%を超えて当該発行会社の株式に投資を行ってはならない。
⑤	不適切取引の禁止
	 管理会社が自己またはファンドの受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、
もしくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を行ってはならない。

上記の投資制限に加えて、ファンド資産の運用はさらに以下の制限に従う。
⑴	単一企業の株式への投資は、対象企業の発行済株式総数の25%を上限とする。
⑵	未上場または容易に換金できない投資は、ファンド資産の15%を上限とする。
⑶	ベトナム株式等の持分証券への投資は、ファンド資産の70%を上限とする。
⑷	1社への投資は、ファンド資産の10%を上限とする。ただし、非上場会社の場合はファンド資産の5%を上限とする。
⑸	1業種への投資は、ファンド資産の30%を上限とする。
⑹	他の上場投資信託への投資は、ファンド資産の10%を上限とする。
⑺	有価証券の信用取引および空売りは行わない。

（注）ただし、上記のファンドの資産額に対する上限比率については、時価の上昇又は下落によって、一時的にこれを超過する場合がある。

借入制限
　ファンドは借入を行わない。

分配方針

　管理会社は、その絶対的裁量により、分配の支払いならびにその時期および額を決定することができ、その場合、
まず純利益から、純利益がなくなったときはシリーズ・トラストの信託財産の元本から支払われる。
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受益証券の流動性および譲渡
　受益証券の流通市場ができることは期待できないため、受益者がその受益証券
を処分する方法は、請求目論見書の「第二部		ファンド情報		第2		管理及び運営」
の項に記載されている方法での買戻しまたは譲渡のみである。
　管理会社は、（i）いずれかの買戻日に買戻される受益証券の総数をかかる日にお
ける発行済受益証券の10%に制限することができ、また（ii）いずれかの暦四半期
において買戻される受益証券の総数を当該暦四半期の最初の買戻日における発行
済受益証券の25%に制限することができる。

投資目的および取引リスク
　いずれの期間においても、特に短期的には、ファンドの投資ポートフォリオが資
本成長の点で評価増を達成する保証はない。
　投資者は受益証券の価値が上がるだけではなく下がることもあることを認識す
べきである。
　ファンドへの投資には大きなリスクが伴う。管理会社は潜在的な損失を最小限に
するような戦略を実施する意向であるが、これらの戦略が成功する保証はない。

パフォーマンス
　管理会社、その社員および関係会社の過去のパフォーマンスは、ファンドの将
来の投資成績を示唆するものとして解釈されるべきではない。受益証券の購入予
定者は、管理会社の短期的、中期的または長期的な投資観が正確なものとなる保
証はないという前提でファンドの投資計画を評価すべきである。

ファンドの未上場投資の流動性欠如
　ファンドは、投資時において未上場会社に投資することができるため、公開取引
されている有価証券への投資の場合に比較してこれらのポジションを解消するのに
時間がかかることがある。未上場株式の取引市場においては流動性がより予測で
きないことがまた、財務報告目的のかかる有価証券の評価および純資産価格の計
算の手続きに影響を与えることがある。さらに、その有価証券が公開取引されて
いない会社は、有価証券が公開取引されている公開企業に適用される開示および
投資者保護要件に服しない。

政治的リスク
　ベトナムは、広範囲に及ぶ経済および法改革を実施している過程にある。改革
の推進力が継続するかどうか、また、改革が成功であるかどうかは不確実である。
さらに、ベトナムの法制は将来大幅に変更されることが予想されるため、将来の
展開を予測または予期することは困難である。これらの変更がファンドの投資の価
値に悪影響を与えることがある。受託会社がファンドの投資に関して、ベトナムに
おける法的手続または仲裁手続を通じてその権利を有効的に行使できるという保
証はない。ベトナムの政府は同地域で最も安定した国の1つとしてみなされているが、
単一政党がすべての政府決定を担う社会主義体制である。

経済的リスク
　ベトナムは日本をはじめ他国より国家支援を受けており、経済そのものへの他
国の関与が大きい。政治体制の変化・政策の変化・法規制の強化等により、経済
への大きな影響が発生する可能性がある。

市場経済への移行
　株式投資活動の一環として、ファンドは主に、民営化されたまたは民営化の過
程にある国営企業に投資される。これらは確立した事業を行う既存の会社で、国
がその所有持分を多くの場合、その株式資本の30%以下に減少させつつある。
民営化の進行は、これらの会社が政府の支援なしで同じ土俵で競争することが予
想されていることを意味している。この移行は多くの場合、既存の経営陣により
運営されるため、それ自体が課題となっている。これらの会社の多くが、技術お
よび設備の面で発展途上である。投資者はまた、政権の変更または経済要因の変
化が、発展途上の国の民営化政策の変更をもたらすことがあることを認識すべき
である。
　ファンドの投資運用活動の一環として、ファンドは、ベトナムの固定利付証券に
投資する。
　また、これらの投資パフォーマンスは、GDP（国内総生産）の成長率を含むベト
ナムの一般経済状況の影響を受ける。さらに、ファンドが少数株主持分を保有す
ることは、その投資を保護する能力に制約を受けることを意味する。

関連法令の不確実性
　ベトナムにおける有価証券市場および有価証券投資の法的枠組は最初に実施さ
れて以降見直され、幾つもの改正があった。ベトナムにおいて資本市場は比較的
新しくかつ発展段階にあるため、法的枠組は進化し続けている。法的枠組の変更
時期および範囲について期待することはできないため、今後の法的枠組の変更が
どのように管理会社のファンド運用能力に対して影響を及ぼすかについては不確実
性がある。法的枠組の変更が、例えば、ベトナムで運用するために管理会社の特
定の法的承認、もしくは一定の最低資本および運用上の要件を満たす必要がある
場合には、現在の運用体制を見直す必要性がある。

法的リスク
　ベトナムの立法および法制度は、フランス民法および今日の中国スタイルの立
法制度に由来し、発展している。経済に影響を与え、事業活動を規制する法律お
よび規則は発展の比較的初期段階にあり、米国、イギリスまたは近隣のシンガポー
ルもしくはオーストラリアのような先進経済圏・法域に比較して十分確立、洗練お
よび検証されていない。ベトナムの法律制度は近年において、外国投資家のため
に洗練性、透明性およびアクセスの高度化に向かって動いているものの、民法お
よび商法のような高レベルの法律において、ベトナム特有の矛盾や法律問題がい
まだに発生しており、それが関連規則に影響し、さらに事業活動にも影響してい
る。紛争の際のベトナム裁判所、仲裁センターおよび行政機関を通じた法的権利
の承認および執行は困難で、不確実である。ベトナムの法律制度が発展するにつ
れ、新しい法律・規則と整合性をもたせるため古い法律が廃止または改正される
ので、法律・規則における矛盾点や不明確さが引き続き発生し、対処されること
が予想される。これが現在進行中の過程であり、ベトナムの法律制度が投資家お
よびビジネス社会にとってより高い水準の信頼性および安心を与えるものとなるの
はいつのことか予測することは困難である。

為替レート
　ファンドは、その他の通貨に自由に交換できないベトナムドン建てで投資を行う。
現在、ベトナムドンをヘッジすることは常に可能というわけではない。商業的に合
理的な条件でヘッジが行える場合は、管理会社は随時、ファンドの通貨エクスポー
ジャーをヘッジすることができるが、ファンドにとって好ましい条件で、いつもヘッ
ジ取引を実行できるとは限らず、管理会社はヘッジ取引を行う義務はない。為替レー
トの変動および現地通貨の値下がりは、ファンドの投資の価値に大きな影響を与
えることとなる。
　さらに、投資者はファンドが米ドル建てであることに留意すべきで、日本円を含む、
米ドル以外の通貨で受益証券を購入する者は、購入受益証券の買戻しの請求によ
り米ドル以外の購入通貨で買戻代金を受領するときは、米ドルによる受益証券の
価値が上昇しているにもかかわらず、その時の為替相場の状況次第では損失を被り、
買戻代金が投資元本を下回る結果となることがある。

税の不確実性
　ベトナムにおいて実行される取引に対して査定される税に適用される制度を含め、
ベトナム税法ならびに税査定、徴収および税額控除制度は発展途上にある。例えば、
ファンドの収益に影響を与えるキャピタル・ゲイン課税制度に変更が起きることがある。
　また、投資者は、受益証券の保有に伴う税務上の取扱いにも留意する必要があ
る。受益証券の購入予定者は、申込み前に、各自の弁護士、会計士またはその
他の税務アドバイザーに相談されたい。

金利リスク
　金利の変動は、ファンドの投資に不利な影響を与えることがある。金利の一般
水準の変動は、その資産からの収益と利付負債の費用との差額に影響を与えるこ
とにより、ファンドの収益に影響を与える。金利は、政府、通貨および税の政策、
経済および政治的配慮、財政赤字、貿易黒字または赤字、規制要件、市場状況（例
えば、べトナムにおける最近の信用収縮）ならびにその他のファンドが支配できな
い要因を含む、多くの要因に対する感応度が高い。ただし、ファンドは借入を行
わない。

競争
　ファンドと同一のまたは同様の投資目的および戦略を持つ投資ビークルその他
との投資機会をめぐる競争が現在存在し、また将来存在する可能性がある。その
結果、また一般的に、ファンドはその投資目的を満足させる十分な数の魅力的な
機会を見つけ、またはその資本を全額投資することができないことがある。かか
る競争はまた、投資価格を引き上げ、収益を低下させることがある。

全体的投資リスク
　すべての有価証券投資は資本の喪失のリスクにさらされている。ファンドのため
に購入される有価証券の性質はこのリスクを大きくすることがある。管理会社は
誠実にファンドのポートフォリオ運用に力を尽くすものの、ファンドに損失が生じな
いという保証はない。様々な政府機関による行為、ならびに国内および国際的な
政治的事件を含む多くの予見できない事象が、市場を大きく変動させ、ファンド
に損失をもたらすことがある。

アジア諸国の政治的および社会的不安定
　近年、インドネシア、タイ南部およびフィリピンにおける爆発事件ならびにアジ
ア圏でのその他のテロリスト活動など、アジア地域は様々な度合いで政治的不安
定を経験している。将来さらにテロリスト活動が起こらないという保証はない。ア
ジアにおける政治的不安定およびテロリスト活動の再発生がベトナム経済およびファ
ンドに不利な影響を与えることがある。

主要従業員への依存
　いずれかの時点におけるファンドの投資パフォーマンスは、管理会社の従業員を

　投資者は、受益証券の価額は上がるだけでなく、下がる場合もあることを認識すべきである。ファンドへの投資には大きなリスクが伴う。受益
証券の流通市場は存在しそうにないため、受益者は買戻しによってしか、その受益証券を処分することができない。これらのために、投資者がファ
ンドへの投資の大部分または全部を失う可能性があり、この点、預貯金とは異なる金融商品であることに注意すべきである。そのため、各投資者は、ファ
ンドに投資するリスクを負うことができるかどうか慎重に考慮すべきである。以下のリスク要因の記述は、ファンドへの投資に伴うリスクの完全な
説明となることを意図するものではない。

投資リスク
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含む一定の主要な従業員の役務に実質的に依存することとなる。これらの個人の
いずれかが死亡し、身体に障害を受けまたは退任した場合、ファンドの業務が不
利な影響を受けることがある。

市場の変化
　ファンドのパフォーマンスおよびその戦略を首尾よく実行することはベトナムの
全体的な経済状況の健全性に部分的に依存している。経済状況の悪化は、ファン
ドの財政状況および経営成績に著しい悪影響を与えることがある。

会計基準
　ベトナムは、国際慣行において一般に認められた監査、報告、会計または評価
方法を常に利用しているとは限らない。ベトナム法は上場会社に対し、ベトナムの
会計事務所によるベトナム会計基準に従った監査を要求している。そのため、管
理会社は、信頼できる財務情報を得ることの困難から生じる投資リスクの程度が、
その他の市場に比べてより大きいと予想している。さらに、ベトナムの会社の会
計および内部統制基準は米国およびヨーロッパの会社の基準から典型的に立ち遅
れており、このことが、管理会社がファンドを適切に査定し、評価しかつ監視する
能力を制限することがある。

コーポレート・ガバナンスおよび開示
　コーポレート・ガバナンスの概念がまだ完全に理解されておらず、一般に実施
されていないため、ベトナムの会社への投資には一定のリスクを伴う。資本市場
規制の目的は一般に重要な企業情報の完全かつ適正な開示を促進することである
が、ベトナムの公的企業について一般に入手できる情報は、より確立した証券市
場を有する国々の公的企業について一般に入手できる情報より少ないことがある。
これにより、公的企業またはその他の企業に対しファンドにより行われる投資に伴
うリスクが増大することがある。

ベトナムの統計情報
　請求目論見書に記載されたベトナムに関する情報は、正式な政府広報、評判の
高い国際機関からの報告および管理会社がベトナムの一般的理解を代表するもの
とみなすその他の公的情報源その他から入手したものである。しかし、投資者に
おかれては、ベトナムに関する統計情報は現時点で独立して検証できるものでな
いこと、ならびにファンドへの投資の決定を検討する際に請求目論見書に示された
情報に過度に依拠しないよう留意されたい。

営業費用
　ファンドの年間営業費用は、他の先進国へ投資するその他の投信よりも高い場
合がある。ベトナムへの投資は、かかる投資に関して入手できる公開情報が、そ
の他の国の投資について入手できる情報に比較して限られており、またその他の
国の場合と比較して限定的で、包括的でないため、また、ベトナムに対する外国
投資に適用される適用規則の急速な展開により、より多くの時間および費用がかかる。

判決の執行
　管理会社はケイマン諸島の法律に基づき設立された免除会社であり、その取締
役および役員の大半は東南アジアの居住者である。そのため、訴訟や裁判手続に
おいてこれらの者に対して訴状等の送達を実施し、またはこれらの者に対する勝
訴判決（米国証券法に基づく責任に関する米国裁判所の判決を含むがこれに限られ
ない。）をこれらの者に対して執行することは可能でないことがある。

利益相反
　管理会社は、ファンドのために行う投資の決定において様々な利益相反の状況
に置かれる。
　ファンドは、管理会社およびその関係会社が関わるいくつかの実際のまた潜在
的な利益相反に服し、または服することがある。管理会社およびその関係会社は
金融顧問業務を含む広範囲にわたる事業に従事しており、ファンドの投資活動から
独立した、その時々にファンドの投資活動の利益と相反することのある広範囲な
投資活動を行っている。そこで、管理会社またはその関係会社の利益と、ファンド
の利益とが相反する事例が生じることがある。管理会社またはその関係会社の
いずれかが、ファンドが投資するまたは投資する可能性がある会社との取引に従事し、
またこれらの会社に役務を提供することがある。
　成功報酬の存在は、かかるパフォーマンス・ベースの報酬がない場合よりも、
管理会社に対してファンドにより投機的な投資を推薦するインセンティブを生じさ
せることがある。

上場企業への投資リスク
①	ベトナム証券市場特有のリスク
	 　ファンドが投資するベトナム証券市場に上場している株式の価格は、ベトナム
証券市場が2000年に創設されたばかりの証券市場であり、先進国等のより発
展した証券市場に比べ規模が小さく、流動性が乏しく、法整備等も緩く、証券
市場全体が非常に不安定であることなどを理由に大きく変動してしまうことを、
投資者は理解すべきである。また、ベトナム証券市場には次のような特有の規

制等があり、一般的な先進国における証券取引とは異なることがある。たとえば、
現状では
1.	外人保有額を事業会社ごとに決めており多くは資本金の49%、銀行では
30%に制限している。

2.	同一口座による同一銘柄への売買発注は、同日に売注文・買注文を出せない。
	 などが挙げられるが、これらもいつでも変更されることがありうる。
②	情報開示不足のリスク
	 　前記に記載したように、ベトナムの企業財務内容等の開示は、他の先進国の
証券市場に比べ、限定的である。

③	市場流動性へのリスク
	 　ベトナム証券市場における流動性が不足しているため、管理会社が想定する
価格では取引を行えない可能性がある。また、ファンドの取引量が市場全体に
対して大きな影響を及ぼす場合があり、その場合はより、管理会社が想定する
価格では取引を行えない可能性がある。

④	証券市場への注文執行リスク
	 　ベトナム証券市場への取引注文システム（現地証券会社のシステムも含む。）は、
先進国のそれと比較すると未整備かつ不十分といえるものであり、注文状況によっ
ては、その執行が遅れたりまたは執行されない可能性がある。

⑤	投資企業の倒産リスク
	 　投資会社の財務状況の悪化や倒産等により価格が急激な低下もしくは価値が
0、また、企業によっては取引所での取引が廃止になる可能性がある。

未上場企業への投資リスク
①	未上場銘柄取引
	 　ファンドは、その目的のためにファンド資産の15%を限度に未上場企業への
投資を行うことがある。ベトナムにおいては、上場公開の前に、OTC取引（い
わゆる店頭取引）されることが一般的であり、ファンドはそのOTC取引されて
いる企業への投資も行うことがある。

②	未上場企業の情報開示リスク
	 　未上場企業の財務情報等の開示は上場会社における開示よりさらに限定的で
あることを投資者は理解しなければならない。特に、旧国営企業への投資は、
限定された情報のみによってでしか投資判断を下すことができない。

③	未上場企業の流動性リスク
	 　未上場企業取引は、流動性が乏しく、管理会社が想定する価格では取引を行
えない可能性および取引そのものが執行できない可能性がある。

④	投資企業の倒産リスク
	 　投資会社の財務状況の悪化や倒産等により価格が急激な低下もしくは価値が
0になる可能性がある。

ベトナム国債等への投資リスク
①	べトナム国債等への投資
	 　ファンドは、その目的のためにベトナム国債・ベトナム政府機関の発行する債
券や信用度が高いと考えられる銀行の短期金融商品等への投資を行うことがある。

②	ベトナム国債・ベトナム政府機関の発行する債券への投資リスク
	 　ベトナムが今後、急激な経済状態の悪化、財政状態の悪化等が発生した場合、
国としてモラトリアムを宣言した場合、ベトナム国債の償還・利払いが一時停
止もしくは支払拒否される可能性がある。また、ベトナム債券市場は規模が小
さく、流動性が乏しく、管理会社が想定する価格では取引を行えない可能性お
よび取引そのものが執行できない可能性がある。

③	信用度が高いと考えられる銀行の短期金融商品への投資リスク
	 　管理会社が信用度が高いと考える銀行への預金・短期金融商品への投資に
ついても、当該銀行の倒産リスクがある。その場合、預金等の償還・利払い
が一時停止または支払拒否される場合がある。

為替リスク
　ファンドの機能通貨である米ドルの為替変動がファンド価格に影響を与えることが
ある。投資対象有価証券の時価がベトナムドン建てでは上昇しても、米ドルに対し
てベトナムドン安になれば当該投資についてファンドは損失を受ける可能性がある。
主にベトナムドン建ての資産への投資を行うが、ベトナムドンは現段階では米ドルへ
のペッグ制をとっているものの、将来、ベトナムにおける通貨制度が変更される可
能性がある。また、ベトナムにおいて何らかの外国為替規制が行われた場合は、ファ
ンドによる分配またはファンドに対する受益証券の買戻しが制限される可能性がある。

取引相手先リスク（カウンターパーティー・リスク）
①	管理会社は現地証券取引を行う証券会社の選定に細心の注意を払うが、決済日
が約定日と異なる取引において、取引の相手側が受渡を決済日に履行しない場合
には受渡が遅れる可能性がある。また、最悪の場合（相手方の倒産など）には、受
渡自体が約束どおりに行われない可能性がある。
②	注文執行リスク
	 現地取次先証券会社による注文執行の際に、注文状況により執行が遅れる可能
性がある。

その他留意点
ファンドの取引に関しては、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）の適用はない。

リスク管理体制
　管理会社はリスクの特定と分析を行い、またリスクによる影響および結果を特定し、リスク予防の方法および措置を決定し、定期的にリスク管理
の結果および有効性を評価し、チェックする。
　ファンドに関連するリスクは、内部統制部門がモニターし、監督し、最高経営責任者に対して直接報告される。
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参考情報
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分配金再投資１口当り純資産価格
年間騰落率

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較ファンドの分配金再投資１口当り純資産価格・年間騰落率の推移

騰落率 ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大値 29.6% 65.0% 65.7% 47.4% 9.3% 34.9% 43.7%
最小値 −12.6% −22.0% −17.5% −27.4% −1.3% −12.3% −17.4%
平均値 5.7% 16.5% 18.8% 7.7% 3.0% 8.9% 5.4%

2012年4月末〜2017年3月末の5年間におけるファンドの分配金
再投資1口当り純資産価格（各月末時点）と、年間騰落率（各月末時点）
の推移を示したものである。

＊	ファンドは設定以来現在まで、分配を行っていないため、分配金再投資１口当り純資産価格に代わり受益証券１口当り純資産価格を用いている。
＊	上表は、2012年４月〜2017年３月の５年間の各月末時点の年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものである。
＊	ファンドの年間騰落率は、ファンドの表示通貨である米ドル建てで計算されている。従って、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となる。
＊	ファンドおよび他の代表的な資産クラスの年間騰落率（各月末時点）は、2012年４月〜2017年３月の５年間の各月末時点とその１年前における
数値を比較して算出したものである。
＊	ファンドの年間騰落率は、2012年４月〜2017年３月までの各月末時点の年間騰落率を示している。ファンドの年間騰落率（％）＝100ｘ(b-a)/a
	 ここで：
	 a	:	当該各月末の１年前の１口当り純資産価格
	 b	:	当該各月末の１口当り純資産価格
＊	すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限らない。

＜各資産クラスの指数＞
　日 本 株	…	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
　先進国株	…	MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）
　新興国株	…	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
　日本国債	…	NOMURA-BPI(国債)
　先進国債	…	シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
　新興国債	…	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファンド（円ベース）

　上記のリスクに関する参考情報は、あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。

2012年4月末〜2017年3月末の5年間における年間騰落率（毎月末
時点）の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表的な資産クラスとの間
で比較したものである。
このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できる
ように作成したものである。
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運用実績

分配の推移
　該当事項なし。

主要な資産の状況
（2017年４月28日現在）

資産の種類 国名 純資産価格に対する割合（％）
株式 ベトナム 68.02％
債券 ベトナム 29.73％

小計 97.75％
現金および現金同等物
（負債控除後） ベトナム 2.25％

純資産価格合計 100.00％

純資産価額および受益証券１口当りの純資産価格の推移
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投資有価証券の主要銘柄
ⅰ	株式	 2017年４月28日現在	（単位：米ドル）

順位 銘柄 国名 業種 株数
（株）

取得原価 市場価格 投資比率
（%）単価 合計 単価 合計

1 VIETNAM	CONTAINER	SHIPPING	JOINT	STOCK	
COMPANY ベトナム 輸送 118,438.00 0.56 66,313.67 2.54 300,265.35 9.69％

2 REFRIGERATION	ELECTRICAL	ENGINEERING	J.S.C. ベトナム 建築資材 146,533.00 0.69 101,228.78 1.23 179,619.02 5.80％

3 HOA	PHAT	GROUP	JSC ベトナム その他製造 120,000.00 1.31 157,691.10 1.29 155,281.69 5.01％

4 PHU	NHUAN	JEWELRY	JSC ベトナム 小売業 38,996.00 1.44 56,333.06 3.87 150,869.21 4.87％

5 BENTRE	AQUA	PRODUCT	IMPORT	AND	EXPORT	
JOINT	STOCK	COMPANY ベトナム 食品 80,716.00 1.52 122,367.24 1.80 145,658.27 4.70％

6 PETROVIETNAM	LOW	PRESSURE	GAS	
DISTRIBUTION	JOINT	STOCK	COMPANY ベトナム ガス 68,419.00 0.83 56,451.68 1.98 135,513.00 4.37％

7 MILITARY	COMMERCIAL	JOINT	STOCK	BANK ベトナム 銀行 185,265.00 0.60 110,229.27 0.70 128,837.49 4.16％

8 PETROVIETNAM	GAS	JOINT	STOCK ベトナム 石油・ガス 50,000.00 1.97 98,374.55 2.44 122,139.10 3.94％

9 DABACO	CORP ベトナム 持株会社-ダイバー 100,098.00 1.01 101,256.90 1.18 118,073.34 3.81％

10 PETROVIETNAM	TECHNICAL	SERVICES	
CORPORATION ベトナム 輸送 140,000.00 0.62 86,606.41 0.76 105,985.93 3.42％

ⅱ	社債	 2017年４月28日現在	（単位：米ドル）

順位 銘柄 国名	
（発行場所） 種類 償還日

（年／月／日） 利率（%） 額面金額
（ドン） 取得価額 市場価格 投資比率

（%）

1 SOCIALIST	REP	OF	VIETNAM	6.900%	
07/15/19	 ベトナム 国債 2019年７月15日 6.9％ 19,000,000,000	 917,318.47	 921,202.16 29.73%

収益率の推移

30

20

10

0

－10

－20

－30

－40

(%)
(米ドル)

第2事業年度

の期間

2010年 1 月1日から
2010年12月末日まで（ ）

第3事業年度

の期間

2011年 1 月1日から
2011年12月末日まで（ ）

第4事業年度

の期間

2012年 1 月1日から
2012年12月末日まで（ ）

第5事業年度

の期間

2013年 1 月1日から
2013年12月末日まで（ ）

第6事業年度

の期間

2014年 1 月1日から
2014年12月末日まで（ ）

第7事業年度

の期間

2015年 1 月1日から
2015年12月末日まで（ ）

第8事業年度

の期間

2016年 1 月1日から
2016年12月末日まで（ ）

第1事業年度

の期間

2008年10月末日から
2009年12月末日まで（ ）

10.52%

－17.79%

－34.27%

16.11% 17.57%

2.92%

－9.12%
－2.23%

*�収益率(%)�=�100�x�(b-a)/a
� ここで：
� � a:�当該期間の直前の日の１口当り純資産価格（第１事業年度については、当初発行価格（100米ドル）とする）
� � b:�当該期間最終日の１口当り純資産価格

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
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手続
申込単位 10口以上1口単位
申込価格 各買付日直前の評価日現在で計算される受益証券1口当りの純資産価格（以下1口当りの純資産価格を「純資産価格」という。）

（注）本書において「買付日」および「評価日」とは以下の意義（2012年7月1日付で発効）を有する。
「買付日」とは、各暦月の1日および15日（またはかかる日が取引営業日ではない場合には、翌取引営業日とする。）
をいう。
「評価日」とは、各買付日および各買戻日直前の取引営業日をいう。

申込代金 投資者は、申込注文の成立を販売会社が確認した日（以下「約定日」という。）から起算して4営業日目までに申込金額およ
び申込手数料を販売会社（または販売取扱会社）に対し支払うものとする。
＊�投資者による買付代金の支払いが原則として円貨で行われるものとし、米ドル貨との換算はすべて各申込についての約定日における東
京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するレートによるものとする。

換金（買戻し）単位 1口以上1口単位
換金（買戻し）価格 買戻価格は、受益証券の買戻申込の締切日（各評価日と同一の日とする。以下「買戻申込締切日」という。）の正午までに

投資者からその保有にかかる受益証券の買戻請求が販売会社において受領される場合は、当該評価日現在で計算され
る純資産価格とする（以下、かかる価格を「買戻価格」という。）。

換金（買戻し）代金 適用となる買戻価格と当該買戻しの約定を販売会社が確認した日が日本における約定日となり、買戻代金の受渡しは、ファ
ンドが買戻代金を販売会社に対して送金した日（当該買戻日から7取引営業日以内の日）以降遅滞なく行われる。
投資者は、原則として買戻代金を円で受取る。

申込締切時間 申込みは、買付申込締切日の正午まで
購入の申込期間 平成29年7月1日（土曜日）から平成30年6月29日（金曜日）まで
換金（買戻し）の制限 管理会社が別段の決定をする場合を除き、いずれかの買戻日における買戻請求の総数が、発行済受益証券の10%（また

は管理会社が決定するその他の割合）を超える場合、管理会社は、当該買戻日に買戻され得る受益証券の合計を当該日
における発行済受益証券の10%（または管理会社が決定するその他の割合）に制限することができるものとする。かかる
場合、買戻請求は按分比例により縮小され、残りの受益証券は次回買戻日に、かかる日に受領された買戻請求に優先し
て買戻されるものとする（ただし、かかる日における買戻しが上記に従い制限される場合は、さらに繰り越されるものとする。）。
また、管理会社は、いずれかの暦四半期における買戻請求の総数が当該暦四半期の最初の買戻日における発行済受益
証券の25％（または管理会社が決定するその他の比率）（以下「四半期上限」という。）を超える場合は、当該暦四半期のい
ずれかの買戻日に、当該暦四半期において買戻され得る受益証券の合計数を四半期上限に制限することを選択できる。
その場合、買戻請求は按分比例により縮小され、残りの受益証券は次の暦四半期の次回買戻日に、その後の日に受領さ
れた買戻請求に優先して買戻されるものとする(ただし、かかる日における買戻しが上記に従い制限される場合は、さら
に繰り越されるものとする。）。

購入・換金申込
受付の中止および
取消し

管理会社は、以下の場合に純資産価格および受益証券 1口当りの純資産価格、および／またはシリーズ・トラストの発
行および /または買戻価格の決定を以下のいずれかの状況において中止することができる。
⒜	その時シリーズ・トラストの信託財産の投資対象の重要な部分が取引されている主要または証券取引所であるい
ずれかの市場または証券取引所が閉鎖されている期間（通常の祝日でない場合）、または取引が実質的に制限さ
れ、もしくは中止されている期間

⒝	受託会社によるまたはそのためのシリーズ・トラストの信託財産の投資対象の実行可能な処分が非常事態により
妨げられる期間

⒞	当該シリーズ・トラストの資産が投資されているいずれかの企業への投資対象の純資産価格の計算または当該投
資対象の買戻権が中止される期間

⒟	投資対象のいずれかの価格または市場もしくは証券取引所における時価を決定するために通常使用される通信手
段に障害が生じている期間、または

⒠	投資対象のいずれかの現金化または支払いに関わる送金が不可能である期間
⒡	シリーズ・トラストの信託財産における重要な割合（管理会社の絶対的裁量により決定される。）の資産を管理
会社が清算または管理会社がシリーズ・トラストを終了しなければならいないような事態が発生する場合

⒢	管轄法域における司法または監督当局の命令による場合
受託会社は、中止の発生から７日以内にすべての受益者に対して書面によりこれを通知し、またすべての受益者にかかる
中止の終了を通知する。

信託期間 ファンドの受益者集会がシリーズ・トラスト決議により決定することがある日または信託証書に定めるその他の終了事由
のいずれかの発生のいずれか早い日に終了する。

繰上償還 シリーズ・トラストは、以下の事由のいずれかが最初に発生した時に終了するものとする。
⒜	シリーズ・トラストを継続すること、または他の管轄に移転することのいずれかが違法となる場合、または受託会
社もしくは管理会社が、実行不可能、経済的でない、不得策な、または受益者の利益に反すると判断した場合

⒝	本書記載の状況が発生した場合
⒞	すべての発行済受益証券が買戻された場合（選択的買戻しまたは強制的買戻しのいずれによるかは問わないも
のとする。）

⒟	当該シリーズ・トラストの受益者がシリーズ・トラスト決議によって決定した場合
⒠	信託証書の日付から149年が経過した場合

シリーズ・トラストが終了した場合、管理会社は、直ちにかかる終了に関する通知をシリーズ･トラストのすべての受益
者に送付する。

手続・手数料等
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信託証書の変更 受託会社および管理会社は、シリーズ・トラストの受益者またはシリーズ・トラストの該当するクラスまたはシリーズの受益者（場
合により）に対し、書面により通知（シリーズ・トラスト決議により放棄されうる。）し、シリーズ・トラストの受益者またはシ
リーズ・トラストの関係するクラスまたはシリーズの受益者（場合に応じて）の最良の利益となると管理会社がみなす方法
および範囲で、追補証書により、信託証書の規定を変更、改正または追加する権利を有するものとする。
また、ファンドの信託証書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を投信法に従い金融庁長官に届出る。
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合または他の信託と
併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、
書面をもって通知する。
詳細は請求目論見書をご参照されたい。

計算期間 毎年12月31日
収益分配 管理会社は、その絶対的裁量により、分配の支払いならびにその時期および額を決定することができ、その場合、まず

純利益から、純利益がなくなったときはシリーズ・トラストの信託財産の元本から支払われる。
信託金の限度額 上限の定めなし。
運用報告書 管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投資信託および投資法人に関する法律に従っ

て、一定の事項につき運用報告書および交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出する。
上記のファンドの交付運用報告書は、販売会社（または販売取扱会社）を通じて、日本の知れている受益者に交付され、
運用報告書は、管理会社に代わりファンドの代行協会員であるニュース証券株式会社のホームページ（http://www.
news-sec.co.jp）で提供される。ただし、受益者が当該運用報告書の交付を請求した場合には、管理会社は、当該受益者
に対しこれを作成し交付するものとする。

課税関係 ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異な
る取扱いがなされる可能性もある。

その他 ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売会社（または販売取扱会社）と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、
販売会社（および販売取扱会社）は「外国証券取引口座約款」および「その他所定の約款」を投資者に交付し、投資者は約
款に基づく取引口座の開設を申し込む旨の申込書を提出する。

手数料等
投資者が直接的に負担する費用
申込手数料 申込口数 申込手数料

1,000口未満 3.00% ＋ 消費税
1,000口以上10,000口未満 2.50%	＋	消費税
10,000口以上50,000口未満 2.00%	＋	消費税
50,000口以上100,000口未満 1.50%	＋	消費税
100,000口以上 1.00%	＋	消費税

買戻し手数料 徴収されない。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
受託報酬 純資産価格 年率

50,000,000米ドル以下の部分 純資産価格の0.12%
50,000,000米ドル超100,000,000米ドル以下の部分 純資産価格の0.10%
100,000,000米ドルを超える部分 純資産価格の0.08%
受託会社の年間最低報酬額は、１ヵ月当り5,000米ドル（2012年７月１日以降の適用）となる。
また受託会社は、シリーズ・トラストの財務書類の作成報酬として年間7,000米ドルを受取る権利を有している。
受託報酬は、ファンド資産の受託業務の提供にかかる対価として、受託会社に対して支払われる。

管理報酬 管理会社は、シリーズ・トラストの信託財産から、純資産価格の年率1.275%に相当する管理報酬を受領する権利を有する。
管理報酬は、ファンド資産の運用・管理、ファンド証券の発行・買戻業務の提供にかかる対価として、管理会社に対して
支払われる。

成功報酬 管理会社は、各評価日に発生し、各暦四半期末に後払いされる成功報酬を受領する権利を有する。
算式で示すと、いずれかの暦四半期（以下「当該四半期」という。）に関する成功報酬は、以下のとおり算定される。
成功報酬	＝	（当該四半期末日現在の受益証券1口当りの純資産価格	−	ハイ・ウォーターマーク）	×	20%

×	当該四半期中に発行されている受益証券の平均口数
販売報酬 販売会社は、シリーズ・トラストの信託財産から、年率0.60%の販売報酬を受領する権利を有する。

販売報酬は、受益証券の販売・買戻業務の提供にかかる対価として、販売会社に対して支払われる。
代行協会員報酬 代行協会員は、シリーズ・トラストの信託財産から、年率0.50%の代行協会員報酬を受領する権利を有する。

代行協会員報酬は、代行協会員業務の提供にかかる対価として、代行協会員に対して支払われる。
保管報酬 保管会社は、シリーズ・トラストの信託財産から以下のものを受領する権利を有する。

・保管報酬：保管・管理資産総額の年率0.05％（最低月額報酬：26,250,000ドン（133,670円））
・取引報酬：１件毎に1,050,000ドン（5,346円）
・登録サービス
	 -	非上場株式から上場株式まで：6,300,000ドン（32,080円）
	 -	転換社債：10,500,000ドン（53,468円）
保管報酬は、ファンド資産のベトナムでの保管業務の提供にかかる対価として、保管会社に対して支払われる。

その他の手数料等 シリーズ・トラストの設立および受益証券の募集に関連する費用および経費は、約240,705.62米ドル（約27,426千円）
であった。かかる費用および経費は、シリーズ・トラストの最初の2会計年度にわたり償却された。ただし、管理会社が
その他の方法の適用を決定する場合はこの限りでない。
ファンドは、監査人報酬および弁護士報酬をファンドの資産から支払う。
専門家報酬は、監査および法律業務の提供にかかる対価として、監査人および弁護士に対して支払われる。

手数料等の詳細につきましては、請求目論見書「第二部	ファンド情報	第1	ファンドの状況	4	手数料等及び税金」をご参照されたい。
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税金
　税金は、以下の表に記載の時期に適用される。税率は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合がある。

時　期 項　目 税　金
分配時 所得税および地方税 配当所得として20.315%課税

換金（買戻し）時及び償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税
換金（買戻し）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

・上記は、平成29年7月1日現在のものである。なお税法が改正された場合には、税率等が変更される場合がある。
・法人の場合は上記とは異なる。
・具体的な課税上の取扱いについては、投資家各自の税務顧問に確認されたい。
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