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■■この目論見書により行う「しんきん225ベア・ファンド」の募集については、委託会社は、金融
商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成25年1月
23日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成25年2月8日に生じております。

■■当ファンドの商品内容に関して、重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に
関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に投資者の意向を確認する手続きを
行います。

■■当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有
財産等との分別管理等が義務付けられております。

■■請求目論見書（金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書）は、販売会社にご請求
いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書を
ご請求された場合は、その旨をご記録くださるようお願いいたします。

■■ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。

商品分類 属性区分

単位型・
追加型 投資対象地域 投資対象資産

（収益の源泉） 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 特殊型

追加型投信 国内 株式 特殊型
その他資産
（株価指数
先物取引）

年1回 日本 ファミリー
ファンド ブル・ベア型

商品分類及び属性区分

上記の表は、当ファンドに該当する部分のみを記載しております。商品分類や属性区分の内容については、一般社団法人投資信託
協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp）でご覧いただけます。
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日経平均株価先物取引について
●日経平均株価先物取引とは?
日経平均株価先物取引は、日本経済新聞社が公表する日経平均株価（日経225）を対象商品とし、将来のあらかじめ定め
られた期日に現時点で定めた価格で売買することを約束する取引です。この契約による買方（先物取引の「買建」ともいう。）は
期限日に対象商品を予め決めた価格で購入する義務を、逆に売方（先物取引の「売建」ともいう。）は対象商品を売却する
義務を負うこととなります。また、定められた期日以前に、反対売買によって決済をすることも可能です。

●日経平均株価先物取引の特徴
日経平均株価先物取引の買建では、日経平均株価（日経225）が上昇したときは利益を得ることができ、下落すれば損失が
発生します。一方で、同先物取引の売建は、買建の逆となり、日経平均株価（日経225）が下落したときは利益を得ることが
でき、上昇すれば損失が発生します。なお、当ファンドでの主な取引対象は、日経平均株価先物取引の売建となります。

ファンドの特色

ファンドの目的

1 ファンドの目的・特色

日経平均株価先物取引を活用し、日々の基準価額の値動きが日経平均株価（日経225）の
値動きの概ね逆となることを目指して運用を行います。

＜特色１＞ 日経平均株価先物取引を活用し、日々の基準価額の値動きが、
日経平均株価（日経２２５）の値動き（日々の騰落率）に対して、
概ね逆となることを目指して運用を行います。

※上図は、当ファンドの運用のイメージを説明するためのものであり、実際の運用状況を保証するものではありません。

当ファンドの基準価額変動のイメージ

下落 ＝ 上昇

上昇 ＝ 下落

日経平均株価（日経２２５）の値動きのイメージ

基準価額の変動のイメージ

日経平均株価
（日経２２５） 基準価額

日経平均株価（日経２２５）が下落

日経平均株価（日経２２５）が上昇

日経平均株価先物取引の買建
　　損失

日経平均株価先物取引の買建
　　利益

日経平均株価先物取引の売建
　　利益

日経平均株価先物取引の売建
　　損失
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＜特色2＞ 日経平均株価先物取引の売建額は、原則として投資信託財産
の純資産総額と同程度となるように日々調整を行います。

日経平均
株価指数
先物売建額
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純資産
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純資産
総額
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日経平均
株価指数
先物売建額

純資産
総額
90

150

日経平均
株価指数
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純資産
総額
100

純資産
総額
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100

追加

《調整前》 《調整後》 《調整前》 《調整後》

純資産総額（＝90）と日経
平均株価先物の売建額
（＝150）に差が生じている
ため、両者が一致するよう
売建額を60減少させます。

日経平均株価が25％上昇
すると、ファンドの純資産
総額が25％下落します。
一方で、日経平均株価先物
売建の時価は25％上昇
します。（＝25％の評価損）

純資産総額（＝120）と
日経平均株価指数先物
の売建額（＝80）に差が
生じているため、両者が
一致するよう売建額を
40追加します。

日経平均株価が20％下落
すると、一般的には市場の
先物価格も同じく20％
下落するため、ファンドの
純資産総額は20％上昇
します。
一方で、日経平均株価先物
売建の時価は20％下落
します。（＝20％の評価益）

基準日には、原則、ファンド
の純資産総額と日経平均
株価先物の売建額が同額
になるようにします。

減少
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先物売建額 80
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40

・日経平均が20％下落
・日経平均株価先物が20％下落

基準日 ・日経平均が25％上昇
・日経平均株価先物が25％上昇
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純
資
産
額
と
同
額

純
資
産
額
と
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額● ●
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日経平均先物取引の売建の組入調整のイメージ

当ファンドは、日経平均株価先物取引の売建を活用しますが、先物価格の変化に伴い純資産総額が変化
するため、それに対して以下のように売建額の組入調整を行います。

純
資
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額
と
同
額
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３
５

４

当ファンドの公社債、短期金融資産等での運用について

当ファンドが投資対象としている日経平均先物取引は、取引の履行を保証し取引の安定性を確保するため、
証拠金制度が採用されており、取引を行った場合には、その取引に応じた証拠金を差し入れることとなります。
ただし、証拠金として必要となる金額は、先物の取引金額より少ない金額となるため、当ファンドでは、
証拠金を差し入れた後の残りの金額を、一般的にリスクの少ないとされる、わが国の公社債や短期金融資産
で運用します。

＜特色3＞ 運用にあたっては、主として「しんきん短期国内債券マザーファンド」
の受益証券への投資を通じて、わが国の公社債、短期金融資産等に
投資を行います。

※市況動向あるいは資金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。

①「日経平均株価（日経平均）」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、
株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
③「しんきんインデックスファンド225」は、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社及び株式
会社日本経済新聞デジタルメディアは、その運用及び受益権の取引等に関して一切の責任を負いません。④株式会社日本経済
新聞社及び株式会社日本経済新聞デジタルメディアは、日経平均を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
又は中断に関して、責任を負いません。⑤株式会社日本経済新聞社は、日経平均の構成銘柄、計算方法、その他日経平均の内容を
変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
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●収益分配について
年1回の決算時（1月13日（休業日の場合は翌営業日））に収益分配方針に従って分配を行います。

収益分配金のお支払いのイメージ

3月 4月 6月 7月5月2月 8月 9月 10月 12月11月1月
13日

分配金

※上記の図はイメージであり、将来の分配金をお約束するものではありません。分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない
こともあります。

※当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドですので、分配金は自動的に再投資されます。（再投資の際に、購入時手数料は
かかりません。）

※初回決算日は、2014年1月14日となります。
※分配金をお受け取りになる場合には、事前に販売会社所定の手続きを行っていただく必要があります。
※分配金のお受け取りについては販売会社にお問い合わせください。

■■分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。
■■分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の
場合は、分配を行わないこともあります。

＜収益分配方針＞

※ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際して運用管理費用（信託報酬）等のコストは掛かりません。
※しんきん225ベア・ファンド（ベビーファンド）は、直接公社債等に投資することがあります。
※市況動向あるいは資金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。

ベビーファンド マザーファンド 投資対象

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資者

ファンドの仕組み

しんきん
225ベア・ ファンド

しんきん短期国内債券
マザーファンド わが国の短期公社債

株式先物取引

主な投資制限

■■株式への投資割合には、制限を設けません。
■■デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
■■外貨建資産への投資は行いません。
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基準日 1営業日 2営業日 3営業日 4営業日 5営業日
日経平均株価 100 97 94 91 88 85
日々の変化率 − -3.0% -3.1% -3.2% -3.3% -3.4%

基準日からの変化率 − -3.0% -6.0% -9.0% -12.0% -15.0%
ファンドの基準価額 100.0 103.0 106.2 109.6 113.2 117.1
日々の変化率 − 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4%

基準日からの変化率 − 3.0% 6.2% 9.6% 13.2% 17.1%

120
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105

100

95

90

85

80
基準日 １営業日目 ２営業日目 ３営業日目 ４営業日目 ５営業日目

日経平均株価（日経225）
ファンドの基準価額

100.0
97.0

94.0
91.0

85.0

100.0
103.0

106.2
109.6

113.2 117.1

88.0

●当ファンドの基準価額の変動についての留意点
当ファンドは、日経平均株価（日経225）の日々の動きに対して、概ね逆の動きとなるような運用
を目指すため、日経平均先物取引の売建額を、純資産総額と同程度になるよう原則として日々
調節を行います。そのため、日経平均株価（日経225）とファンドの基準価額の日々の変化率は、
ほぼ逆となります。
一方で、日経平均株価（日経225）とファンドの基準価額の基準日からの変化率は、日を追うごとに
かい離することとなります。
以下に、ケース①～③の場合を例示しましたので、日経平均株価（日経225）とファンドの基準
価額の日々の変化率と基準日からの変化率のイメージをご確認ください。

《ケース①：株式が下落を続けた場合》

※上図は、当ファンドの運用のイメージを説明するためのものであり、実際の運用状況を保証するものではありません。

追加的記載事項
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基準日 1営業日 2営業日 3営業日 4営業日 5営業日
日経平均株価 100 98 105 95 103 100
日々の変化率 − -2.0% 7.1% -9.5% 8.4% -2.9%

基準日からの変化率 − -2.0% 5.0% -5.0% 3.0% 0.0%
ファンドの基準価額 100.0 102.0 94.7 103.7 95.0 97.8
日々の変化率 − 2.0% -7.1% 9.5% -8.4% 2.9%

基準日からの変化率 − 2.0% -5.3% 3.7% -5.0% -2.2%

基準日 1営業日 2営業日 3営業日 4営業日 5営業日
日経平均株価 100■ 103■ 106■ 109■ 112■ 115■
日々の変化率 − 3.0% 2.9% 2.8% 2.8% 2.7%

基準日からの変化率 − 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0%
ファンドの基準価額 100.0 97.0 94.2 91.5 89.0 86.6
日々の変化率 − -3.0% -2.9% -2.8% -2.8% -2.7%

基準日からの変化率 − -3.0% -5.8% -8.5% -11.0% -13.4%
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日経平均株価（日経225）
ファンドの基準価額
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日経平均株価（日経225）
ファンドの基準価額

基準日 １営業日目 ２営業日目 ３営業日目 ４営業日目 ５営業日目
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115.0
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《ケース③：株式が上昇・下落を繰り返した場合》
株式市場が上昇・下落をしながら動いた場合には、基準価額は押し下げられることになります。

《ケース②：株式が上昇を続けた場合》

※上図は、当ファンドの運用のイメージを説明するためのものであり、実際の運用状況を保証するものではありません。

※上図は、当ファンドの運用のイメージを説明するためのものであり、実際の運用状況を保証するものではありません。
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基準価額の変動要因

2 投資リスク

「しんきん225ベア・ファンド」は、値動きのある有価証券等に投資し、株価指数先物取引を取引
対象としますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証され
ているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

〈株価指数先物取引に伴うリスク〉
株価指数先物取引の価格は、対象指数の動き、当該先物取引市場の需給等を反映して変動します。
先物を売建てている場合は、先物価格が上昇すれば損失が発生し、下落すれば収益が発生します。
※対象指数は、指数を構成する株式の値動きにより変動します。

〈金利リスク〉
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面
では組入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。組入有価証券の価格が
下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
〈信用リスク〉
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体
が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなる
こともあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
〈流動性リスク〉
流動性リスクとは、有価証券の売買や、先物取引を行う際に、需給動向により希望する時期・価格で売買
することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券等の流動性が損なわれた場合
には、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

■■当ファンドは、以下の要因により、目標とする投資成果が達成できない場合があります。
①■株価指数と株価指数先物取引の価格の値動きが一致しない場合
②■日々の追加設定および換金に対応した株価指数先物取引の約定価格と終値との差が生じた場合
③■株価指数先物市場の流動性が低下した場合などによる先物比率の調整不足
④■先物の限月※1交代に対応するロールオーバーコスト※2の発生
⑤■ファンドの資産規模により株価指数先物取引の組入比率を適切に調整できない場合
⑥■売買委託手数料、運用管理費用（信託報酬）等の費用負担の影響

※1  限月とは先物取引の期限が満了となる月をいいます。限月交代とは取引の中心となっている限月が次の限月に入れ替わることです。
※2   ロールオーバーコストとは、保有する先物取引を次の限月に乗り換えるため決済する一方、新たな先物取引を行う（ロールオーバーする）

ことで発生するコストをいいます。

■■当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。

その他の留意点

運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライ
アンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された
場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月１回開催するリスク管理
委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバック
され、適切なリスクの管理体制を構築しています。

リスクの管理体制

※投資リスクに対する管理体制等は2012年12月末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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年間収益率の推移

主要な資産の状況

基準価額・純資産の推移

3 運用実績

※最新の運用実績は、運用開始後、しんきんアセットマネジメント投信（株）のホームページで運用レポート（週報・月報）としてお知らせ
する予定です。

当ファンドは、2013年2月14日から運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、
保有している資産はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。
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4 手続・手数料等

購入単位 ■1万円以上1円単位

購入価額 〈当初申込期間〉■1口当たり1円
〈継続申込期間〉■購入申込受付日の基準価額

購入代金 ■販売会社が定める期日までにお支払い下さい。■
換金単位 1口単位
換金価額 ■換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額■
換金代金 ■原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いいたします。■
申込締切時間 ■毎営業日の午後3時（この時刻までに販売会社所定の事務手続きが完了していることが必要です。）■

購入の申込期間
〈当初申込期間〉■2013年2月8日から2013年2月13日まで
〈継続申込期間〉■2013年2月14日から2014年4月11日まで
（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。）■

換金制限 ありません。
購入・換金申込受付
の中止及び取消し

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入及び換金の申込受付を中止する
ことがあります。■

信託期間 約5年（当初設定日：2013年2月14日　償還日：2018年1月15日）

繰上償還 委託会社は、受益権の総口数が3億口を下回ることとなった場合、またはこの信託を償還することが投資者のために有利で
あると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託を償還することがあります。■

決算日 毎年1月13日（休業日の場合、翌営業日）です。初回決算日は、2014年1月14日。

収益分配 年1回の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。収益分配金は自動的に再投資されます。収益
分配金をお受け取りになる場合は、事前に販売会社所定の手続が完了していることが必要です。

信託金の限度額 〈当初申込期間〉■100億円とします。■
〈継続申込期間〉■1,000億円とします。

公告 日本経済新聞に掲載します。
運用報告書 決算日及び償還日を基準に作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて交付します。■
課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われますが、益金不算入制度及び配当控除の適用はありません。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入金額に応じて、購入価額に2.1%（税抜2.0%）を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて
得た額を購入時にご負担いただきます。

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に対して0.05％を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。■
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬） 純資産総額に対して、年率1.0500％（税抜1.00％） 運用管理費用は、計算期間を通じて

毎日計算され、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日及び毎計算期間末、または
信託終了のときに投資信託財産から
支払われます。■

（委託会社） 純資産総額に対して、年率0.4200％（税抜0.40％）■
（販売会社） 純資産総額に対して、年率0.5775％（税抜0.55％）■
（受託会社） 純資産総額に対して、年率0.0525％（税抜0.05％）■

その他費用・手数料
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用及び有価証券売買時の売買委託手数料等は、ファンド
より実費として間接的にご負担いただきます。
※■■「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することが
できません。

※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される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。

■■ 税金は表に記載の時期に適用されます。
■■ 以下の表は、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ります。

※上記は、2012年12月末日現在の情報をもとに記載しています。2014年1月1日以降は20.315％となる予定です。なお、税法が改正された場合等
　には、税率等が変更される場合があります。 
※法人の場合は上記と異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

時期 項目 税金
分配時 所得税及び地方税 ・配当所得として課税■・普通分配金に対して10.147％■

換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 ・譲渡所得として課税■・換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して10.147％

〈ファンドの費用〉

お申込みメモ

〈税金〉

ファンドの費用・税金
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