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投資信託取扱商品の追加について 

 

 コザ信用金庫（山口善永理事長）は、平成 23年 6月 23日（木）より、下記のとお

り投資信託の商品を追加しましたのでお知らせいたします。 

 今回取扱を追加する商品は、日本の復興の支援に大きな役割を担う、わが国の公共

債および株式を主要投資対象とし、運用管理費用（信託報酬）の一部を東日本大震災、

津波遺児のために寄附する商品であります。 

 コザ信用金庫では、これからもお客様のニーズにお応えできるよう努めてまいりま

す。 

記 

 

 １．取扱追加商品 

   「しんきん復興支援育英ファンド（限定追加型）：愛称 こどもの未来」 

   ※本商品の概要につきましては、別紙本商品パンフレットをご参照下さい。 

 

 ２．運用会社 

    しんきんアセットマネジメント投信 

 

 ３．取扱開始日 

   平成 23年 6月 23日(木) 募集開始 

   平成 23年 7月 26日(火) 設定日 

 

 ４．信託期間 

   5年間（平成 28年 7月 25日償還） 

※ 本商品の購入期間は 1年間（平成 24年 7月 25日）とする限定追加型投資信   

託でありますが、換金は随時可能です。 
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投資信託に関するご注意事項 

 

・ 投資信託のご検討・ご購入にあたっては、最新の「商品パンフレット」「投資信託

説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」「手数料に関する書面」等を必ず

ご覧ください。お近くの店頭窓口にご用意しています。 

・ 投資信託は預金、保険契約ではありません。 

・ 投資信託は元本および利回りの保証はありません。 

・ 投資信託は預金保険機構・保険契約者保護機構・投資者保護基金の保護の対象では

ありません。 

・ 投資信託の運用による利益および損失は、購入されたお客様に帰属します。 

・ 投資信託は、金融商品取引法第 37条 6の規定に基づく書面による契約の解除（ク

ーリングオフ）の適用はありません。 

・ 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の変動、外国為替

相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。こ

れらのリスクは投資信託をご購入のお客様が負うことになります。 

・ 投資信託のご購入時には、買付時の 1口あたりの基準価額（買付価額）に最大 

2.1%の申込手数料（消費税込み）を約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。 

換金時には、換金時の基準価額に最大 0.5%の信託財産留保額が必要となります。 

また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約 1.4175％（消費

税込み）を運用管理費用（信託報酬）として信託財産を通じてご負担いただきます。 

その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）等をご覧く

ださい。 

・ 当金庫は、販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。 

・ 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。 

 

 

 

  

 

      商号：コザ信用金庫 

      登録金融機関 

      沖縄総合事務局長（登金）第 7号 
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【憂称】こどもの未来

追加型投信/国内/資産複合

日本の復興の支援に大きな役割を担う、わが国の公共債および株弐を

主要投資対象とします。
●公共債の銘柄選定にあたつては、復興に大きな役割を担う国および地方公共団体等が発行する債券に

投資します。

・ 株式では、「株主価値の増大」が期待できる企業の中から、ファンドの設定時においては、震災復興や

日本経済の復興などを考慮した定性判断や業種分散などを加味して銘柄選定を行います。

国内債券と国内株式 Iよ 異なる値動きを

する傾向があり、2つの資産を組み合わ

せることにより、リスクを抑えた運用となる

ことを目指します。

■運用管理費用 (信託報酬)の一部を東日本大震災、津波遺児のために寄附します。

しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (委託会社)と、信金中央金庫、取扱信用金庫、しんきん証券株式会社 (販売会社)および

株式会社しんきん信託銀行 (受託会社)は、合意のうえ、運用管理費用 (信託報酬)のうち、フアンドの日々の純資産総額に対し、年率
0.2250/o程 度を、2011年 3月 11日 に発生した東日本大震災により被災した子供達の孝女育・生渚の支援を目的として「あしなが育英会

(東日本大震災、津波遺児募金)」 等に寄附いたします。

特色2

フアンドのリスクについて

当ファンドは預金等を異なり、国内の債券、株式など値動きのある有価証券に投資しますので、
基準価額は変動します。したがつて、投資元本を割り込むおそれがあります。ファンドの基準価額の

変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「金利リスク」、「信用リスク」および「流動性リスク」など
があ

',ま
す。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属しますので、

耳叉得の申し込みに際しては、投資信託説明書 (交付目論見書)および契約締結前交付書面等の

内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

目論見書のご請求・お申込みは 設定・運用は

コ ザ 信 用 金 庫 しんきんアセットマネ均リト投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第 338号
カロ入協会/(社 )投資信託協会 (社 )日 本証券投資顧間業協会

登録金融機関 沖縄総合事務局長 (登金)第 7号

(ホームページアドレス:http:〃www.ska m.co.,p〉



お申込みにあたつて

正当ファンドの購入申込期間は2012年 7月 £5日までです。なお、こ換金は原則として毎営業日お申込みをすることができます。
各営業日の午後3時までに、お買付け、こ換金のお申込みが行われ、かつ、そのお買付けおよびこ換金のお申込みの受付にかかる販売会社
所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みノ

刀とヽして取扱います。この時亥」を過ぎて行われるお申込みは、翌営業国以降の取扱い
となります。
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Ll購入の申込期 P□∃/〈当初申込期間)2011年 6月 23日 から2011年 7月 25日 (継続申込期間)2011年 7月 26日から2012年 7月 25日
B購入単位/(自動けしヽぞく投資コース)1万円以上 1円単位 (一般コース)1万□以上 1万□単位
※販売会社によってお取扱いコースが異な|)ます。

□購入価額/(当初申込期間〉1回当たり1円  (継続申込期間〉購入申込受付日の基準価額

『 購入時手数料/ありません。

|!〓:楓豊 lr~)trれ て

耐換金単位/(自動けいぞく投資コース〉1□単位 (一般コース)1万 □単位

換金手数料/ありません。
口換金価額/換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0,10°/Oを乗じて得た額を信託財産留保額米として控除した価額と

します。

※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。

!:換金代金の支払い/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しヽいたします。
■換金時の譲渡益※1(法人受益者の場合は個別元本超過額※2)が課税対象となります。
※1:譲渡益とは、換金時のイ面額から取得費用を控除した利益をいいます。
※2:個別元本超過額とは、換金時の価額と受益者毎の信託時の受益権の価額との差益をいいます。
※上記は、2011年 5月 末日現在のものです。税法が改正された場合等には、内容が変更になることがあ

`,ま
す①

I億年 7月 25日 (休業日の場合、翌営業日)の決算時に、収益分配方針にしたがつて分配します。分配対象収益が少額の場合 |よ 、

分配を行わないこともあります。

収益分配金には、課税扱しヽとなるF普通/刀` 配金」と非課税扱いとなる「特別分配金J(受益者毎の元本の一部払戻しに相当すアЭ部分)があります。

※上記は、2011年 5月末日現在のものです。税法が改正された場合等には、内容が変更になることがあ
')ま

す。

「〔り出也
:!信託期間は5年 (2011年 7月 26日 から毘016年 7月 25日まで)です。
日信託報酬/計算期間を通じて

~母
日計算し、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.97650/0(税 抜年率 0.930/。 )の率を乗じて

得た額とします。

にその他費用/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 |よ 、ファンドより
実費として間接的にこ負担いただきます。また、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|よ、投資者の皆様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。

委託会社、その他の関係法人の概要

Jしんきんアセットマネジメント投信株式会社 (委託会社)

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第 338号 力ll入協会/(社)投資信託協会 (社)日 本証券投資顧間業協会
フアンドの運用の指図を行しヽます。

|

上
「

1

しんきんアセットマネジメント投信株式会社
お電話によるお問合せ先 0355248181(土日、休日を除く9:00～ 17:OO)

ホームページアドレス   httpツ /www skam cottp

二株式会社しんきん信託銀行 (受託会社)<再信託受託会社 :資産管理サービス信託銀行株式会社>
フアンドの財産の保管及び管理を行います。

¬信金中央金庫 (指定登録金融機関)登 録金融機関 関東財務局長 (登金)第 258号 加入協会/日本証券業協会

しんきん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第 93号 加入協会/日本証券業協会
受益権の募集の取扱い、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払い等を行います。

引信用金庫 (取次登録金融機関)

信金中央金庫との契約に基づき、受益権の募集の取扱いの取次ぎ、受益者に対する収益ノ刀`配金、解約代金、償還金等の支払いの取次ぎ等を行います。

1 本資料はしんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあ
')ま

せん。
取得の申込みにあたっては投資信託説明書 (交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

2請求目論見書については、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。
3投資信託は、預金と異なり、元本の保証はあ

')ま
せん。また、預金保険の対象でもあ

')ま
せん。

4投資信託は、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象ではありません。
5金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではあ′)ません。
6分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配を保証するものではあ

')ま
せん。分配金が

支払われない場合もあ
')ま

す。
7投資した資産の減少を含むリスクは晴入者であるお客様のど負担とな

')ま
す。

当ファンドに関しての

お間い合わせ




