
CCBI China

Value Bond

Fund

96.0%

キャッシュ等

2.1%
SIMショート

ターム・

マザー・

ファンド

1.9%

当資料は、新生インベストメント・マネジメント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りません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお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
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。
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【分配金実績(1万口当たり、課税前）】

＊運用資産構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第2位を
   四捨五入 して表示しています。 
＊四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。

＊基準価額は1万口当たりとなっています。

＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。
＊投資先ファンドの運用管理費用を含めた実質的な信託報酬率については、後述の【運用管理費用（信託
   報酬）等】をご参照ください。
＊分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金（課税前）を、その分配が行われる日に全額再投資
   したと仮定して算出したものです。
＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

＊騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額です。
   上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
＊分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金（課税前）を、その分配が行われる日に全額再投
   資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。
＊騰落率は各月末営業日で計算しています。
  （各月末が休業日の場合は前営業日の値で計算しています。）

【ファンドの騰落率（分配金再投資）】

【基準価額・純資産総額の推移】

【基準価額・純資産総額】

【運用資産構成比率】

＊分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
＊分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

2014/3/31 2014/2/28 前月比

基準価額 10,303円 10,313円 -10円

純資産総額 1.6億円 2.1億円 -0.5億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

ファンド 0.10% -5.35% 1.47% 0.10% 15.57% 13.68%

決算日 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 20円 20円 20円 20円

決算日 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 20円 20円 20円 20円

915円設定日からの分配金累計
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【お知らせ】当ファンドのご購入申込の受付は3月6日（木）をもちまして停止しております。

  　当ファンドは、平成26年5月7日（水）をもちまして、信託終了（繰上償還）をすることになりました。また、当ファンドの投資先
ファンドである「CCBI China Value Bond Fund」については、平成26年3月31日をもって償還となりました。
  　なお、当ファンドの換金のお申込みについては平成26年4月22日（火）まで受け付けております。
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（ご注意）以下のデータとコメントは当ファンドの投資先ファンドであるCCBI China Value Bond Fundに関するものです。CCBI China Value Bond 
Fundは2014年3月31日をもって償還しました。今後は信託終了（繰り上げ償還）日まで日本の短期金融商品等での運用を行います。

【為替】（ご参考）2014年3月31日時点

【投資環境：投資先ファンド（CCBI China Value Bond Fund)の状況】

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成
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　以下のコメントは、当ファンドの投資先ファンドであるCCBI China Value Bond Fundの運用担当者のコメントをもとに作成したものです。

　3月におけるアジア債券市場は堅調で、投資適格債券においては、旺盛な需要から米国債との金利差が縮小した
状態が続いています。一方で、高利回り不動産セクターにおいては国内の不動産市場の景気減速と、中小の不動
産開発業者を中心とした流動性資金問題への懸念によって売り圧力にさらされています。

　マクロ経済面では、中国の経済指標は弱含んだものとなりました。HSBCの製造業購買担当者景気指数（PMI）は2

月の48.1から3月は48.0と製造業の縮小を示しました。一方、マネー・サプライ（M2)
※

は堅調で、2月は前年同月比
13.3％と市場予想の13.2％を上回る結果となりました。米国の10年債利回りは2014年2月末の2.65％から2014年3月
末は2.72％となりました。

　なお、投資先ファンドであるCCBI China Value Bond Fundは2014年3月17日時点で保有している債券をすべて売却
し、3月31日の償還日までキャッシュを保有しました。

※マネー・サプライ（M2)：通貨供給量のことで、日本銀行を含む金融機関全体から経済全体に対して供給される通
貨の量を見るための指標です。

　2014年3月の中国人民元マネジメント債券ファンド（毎月決算型）の運用実績は0.10％上昇しました。投資先ファン
ドであるCCBI China Value Bond Fundの運用実績は0.71％下落し、投資先ファンドの組入比率は96.0％でした。ま
た、SIMショート・ターム・マザー・ファンドの3月の運用実績は前月比変わらずとなり、3月末現在の組入比率は1.9％
でした。

　なお、当ファンドの主要投資対象である外国投資信託「CCBI チャイナ・バリュー・ボンド・ファンド」は、2014年3月31
日をもって償還となりましたので、当ファンドは、信託終了（繰上償還）日まで、日本の短期金融商品等での運用を行
います。

運用経過
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ファンド名

商品分類

当初設定日

信託期間

決算日

購入・換金
申込不可日

申込締切時間

購入・換金単位

収益分配

換金価額

換金代金

課税関係

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

【直接的にご負担いただく費用】（消費税率が8％の場合）

購入時手数料

信託財産留保額

【信託財産で間接的にご負担いただく費用】（消費税率が8％の場合）

運用管理費用
（信託報酬）等

その他費用・手数料

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合額については、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。

中国人民元マネジメント債券ファンド（毎月決算型）

追加型投信/海外/債券

2010年11月29日（月）

原則として、2020年11月10日までとします。
※受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

原則として、毎月10日(休業日の場合は翌営業日）とします。

販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入および換金のお申込みはできません。
●ニューヨークの銀行休業日およびその前営業日
●香港の銀行休業日およびその前営業日
●シンガポールの銀行休業日およびその前営業日

午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

販売会社が定める単位とします。

年12回の決算時に、原則として収益の分配を行います。
※分配金を受け取る「一般コース」と自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。なお、どちらか
一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に、0.5％の率を乗じて得た額）を控
除した価額とします。

原則として換金申込受付日から起算して、7営業日目からお申込みの販売会社でお支払します。

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
益金不参入制度、配当控除の適用はありません。

現在購入のお申込みはできません。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます。

純資産総額に対して年率1.8192％程度（税込）
　＊当ファンドの運用管理費用（信託報酬）：年率1.0692％（税抜0.99％）、投資先ファンドの運用管理費用
　　（信託報酬）：年率0.75％を合算したものがお客さまに実質的にご負担いただく費用の概算値です。

当ファンドからは、財務諸表監査に関する費用等の諸費用、信託事務の処理に要する諸費用等、投資先ファンドか
らは保管報酬、事務処理に要する諸費用、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料およびファンド
設立費用等が支払われます。
※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができませ
ん。

【お申込みメモ】
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ご購入申込の受付は平成26年3月6日（木）をもちまして停止しております。



○楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○

三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175号 ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○

株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○

○

○

○

○ ○

○

○

○

（2014年4月10日現在）

金融商品取引業者名（五十音順） 登録番号

安藤証券株式会社 金融商品取引業者

日本証券業
協会

一般社団法
人日本投資

顧問業
協会

一般社団法
人金融先物

取引業
協会

一般社団法
人第二種金
融商品取引

業協会

東海財務局長（金商）第1号

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号

香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第3号

委託会社

受託会社
販売会社

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等） 
03-6880-6448（受付時間：営業日の9時～17時）
ホームページアドレス：http://www.shinsei-investment.com/
登録番号    金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第340号
加入協会    一般社団法人投資信託協会
                一般社団法人日本投資顧問業協会（協会会員番号　第011-01067号）
株式会社りそな銀行（信託財産の管理等）
下記参照（換金の取扱い等）
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【委託会社、その他関係法人】
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