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平成 24年 12月 13日 

 

各     位  

管理会社名 サムスン資産運用株式会社 

（管理会社コード：13134） 

代表者名 代表理事社長  朴 焌鉉 

（銘柄コード：1313（東証外国 ETF）） 

問合せ先 （代理人）西村あさひ法律事務所 

弁護士  伊東 啓 

（TEL．  03 － 5562 － 8500 ） 

 

 

信託契約の変更に関するお知らせ 

 

サムスン KODEX200証券上場指数投資信託[株式]の管理会社は、信託契約の一部変更を決定しま

したので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

1. 変更決定日 ：2012年 12月 13日 

 

2. 効力発生予定日 ：2012年 12月 17日 

 （上記日付は効力発生予定日であり、実際の効力発生日は変更になる可能性があります。） 

 

3. 変更の理由 ：投資信託会計期間及び投資信託分配金の支払いに関する事項変更 

  （韓国取引所（KRX）より全上場 ETFの決算日変更（12月 31日）要請がありました。） 

  投資信託解約に関する条項文変更 

  韓国資本市場と金融投資業に関する法律改正事項の反映 

 

4. 変更内容 ： 

 

項目 変更前 変更後 

第 12条 

(投資信託

会計期間) 

この投資信託の会計期間は、投資信託の当初

設定日から毎1年間とする。但し、信託契約

の解約時には、投資信託会計期間初日から信

託契約の解約日までとする。 

この投資信託の会計期間は、投資信託の当初

設定日から毎1年間とする。但し、2012年10

月10日経過後に到来する会計期間は次の各

号の期間とし、信託契約の解約時には、投資

信託会計期間初日から信託契約の解約日ま

でとする。 

1.2012年10月10日経過後最初の会計期間：

2012年10月11日から2012年12月31日まで 

2. 第1号の会計期間経過後の会計期間：2013

年1月1日から毎1年間 

第 38条 

(投資信託

報酬) 

① (省略) 

②投資信託報酬の計算期間(以下「報酬計算

期間」という。)は、第41条の投資信託分配

① (省略) 

②投資信託報酬の計算期間(以下「報酬計算

期間」という。)は、第 41条の投資信託分配
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金支払基準日(但し、会計期間末日の翌営業

日を除くものとし、以下「分配金支払基準日」

という。)を基準に算出するが、具体的な報

酬計算期間は、次の各号で定めるところによ

る。この場合、当該報酬の引出は投資信託分

配金の支払日とする。 

1．(省略) 

2．第1号の報酬計算期間以後到来する報酬計

算期間：第1号の報酬計算期間終了日の翌日

から最初に到来する分配金支払基準日まで 

3.(省略) 

③～⑤ (省略) 

金支払基準日(但し、会計期間終了日を除く

ものとし、以下「分配金支払基準日」という。)

を基準に算出するが、具体的な報酬計算期間

は、次の各号で定めるところによる。この場

合、当該報酬の引出は投資信託分配金の支払

日とする。 

1.(省略) 

2．第1号の報酬計算期間以後到来する報酬計

算期間：直前の報酬計算期間終了日の翌日か

ら到来する毎分配金支払基準日まで 

3.(省略) 

③～⑤ (省略) 

第 39条 

(投資信託

財産の運

用費用等) 

①(省略)  

②第 1項において「費用」とは、投資信託財

産にかかる次の各号の費用をいう。  

1.-4．(省略) 

5．受益者総会関連費用 

 

6.-11. (省略) 

（追加） 

①(省略)  

②第 1項において「費用」とは、投資信託財

産にかかる次の各号の費用をいう。  

1.-4．(省略) 

5．全受益者で構成される受益者総会関連費

用 

6.-11. (省略) 

12.推定NAV算出等の韓国取引所を通じた投

資信託関連情報算出費用 

第 40条 

(投資信託

の解約) 

①資産運用会社は、次の各号の場合、この

投資信託の信託契約を解約しなければなら

ない。  

 

 

 

 

 

1．この投資信託の受益証券の上場が廃止さ

れる場合。この場合、資産運用会社は、上

場廃止日から 10日以内に本信託契約を解約

しなければならない。  

2．資産運用会社が公益又は受益者の利益保

護のために必要であると判断したり、その

他やむを得ない事由がある場合。この場合、

資産運用会社は、金融委員会の承認を得て

本信託契約を解約しなければならない。 

（追加） 

 

 

 

（追加） 

 

 

①投資信託を設定した資産運用会社は、金

融委員会の承認を得てこの投資信託を解約

することができる。但し、次の各号のいず

れかに該当する場合は、金融委員会の承認

を得ずにこの投資信託を解約することがで

き、この場合、資産運用会社はその解約の

事実を遅滞なく金融委員会に報告しなけれ

ばならない。 

1．受益者全員が同意した場合 

 

 

 

2．投資信託の受益証券全てについて解約請

求を受け、信託契約を解約しようとする場

合 

 

 

3.投資信託が最初に設定された後 1 年目と

なる日の元本額が 50億ウォン未満の場合。

但し、存続期間中に追加で設定（募集）が

可能な投資信託に限る。 

4. 投資信託が最初に設定され 1年が経過し

た後に、1ヶ月間続けて投資信託の元本額が

50 億ウォン未満の場合。但し、存続期間中
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②第1項の規定により本投資信託を解約し

ようとする場合、資産運用会社は、信託契

約の解約日(以下「解約基準日」という。)

の1ヶ月前までに、当該信託契約の解約事

由、解約日付、償還金等の支払方法及びそ

の他解約関連事項を、証券取引所に開示し、

第48条の規定に従い公告しなければならな

い。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

に追加で設定（募集）が可能な投資信託に

限る。 

②投資信託を設定した資産運用会社は次の

各号のいずれかに該当する場合は、遅滞な

く投資信託を解約しなければならない。こ

の場合、資産運用会社はその解約事実を遅

滞なく金融委員会に報告しなければならな

い。 

 

 

1.信託契約に定める信託契約期間の終了 

2.受益者総会の投資信託解約決議 

3.投資信託の被吸収合併 

4.投資信託の登録取消し 

5.この投資信託受益証券の上場が廃止され

る場合。この場合、資産運用会社は上場廃

止日から 10日以内にこの信託契約を解約し

なければならない。 

③第 1 項第 3 号及び第 4 号の規定によりこ

の投資信託を解約しようとする場合、資産

運用会社は解約事由、解約日、償還金等の

支払い方法及びその他解約関連事項を資産

運用会社のインターネット・ホームページ

等を利用して開示するか、韓国預託決済院

を通じて受益者に通知すべきであり、第 2

項第 5 号の規定によりこの投資信託を解約

しようとする場合、資産運用会社は信託契

約の解約日から 1 ヶ月以内に当該信託契約

の解約事由、解約日、償還金等の支払い方

法及びその他解約関連事項を韓国取引所に

開示し、第 48条の規定により公告しなけれ

ばならない。 

第 41条 

(投資信託

分配金の

支払) 

①資産運用会社は、投資信託財産の過度な現

金保有等によるトラッキング・エラー率の最

小化等のために、次の各号で定めるところに

より投資信託分配金を支払うことができる。

この場合、資産運用会社は、投資信託分配金

の支払基準日から 3 営業日前までに投資信

託分配金の支払についての具体的な事項を

証券取引所に開示しなければならない。  

1．支払基準日： 1月、4月、7月、10月の最

終日及び会計期間末日の翌営業日 

 

 

2.～4．(省略) 

①資産運用会社は、投資信託財産の過度な現

金保有等によるトラッキング・エラー率の最

小化等のために、次の各号で定めるところに

より投資信託分配金を支払うことができる。

この場合、資産運用会社は、投資信託分配金

の支払基準日から 3 営業日前までに投資信

託分配金の支払についての具体的な事項を

証券取引所に開示しなければならない。  

1．支払基準日： 1月、4月、7月、10月の最

終日及び会計期間終了日。但し、会計期間

終了日が営業日でない場合はその直前営業

日 

2.～4．(省略) 
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②～④ (省略) ②～④ (省略) 

第 48条 

(受益者に

対する公

告等) 

①資産運用会社は、次の各号のいずれかに該

当する事項をその事由発生後、直ちに資産運

用会社、販売会社又は指定参加者及び韓国金

融投資協会のインターネット・ホームページ

と、資産運用会社、販売会社又は指定参加者

の本・支店やその他の営業所に掲示し、電子

メールを利用して受益者に通知しなければ

ならない。 

1．資産運用担当者の変更 

 

 

 

2.～10．(省略) 

②(省略) 

③第2項の規定により資産保管・管理報告書

を交付する場合、販売会社又は指定参加者

を通じて直接又は電子メールの方法で交付

しなければならない。但し、受益者に電子メ

ールアドレスがない等の場合には、法第89

条第2項第1号及び第3号の方法による開示に

替えることができ、受益者が郵便発送を希望

する場合は、それに従わなければならない。 

①資産運用会社は、次の各号のいずれかに該

当する事項をその事由発生後、直ちに資産運

用会社、販売会社又は指定参加者及び韓国金

融投資協会のインターネット・ホームページ

と、資産運用会社、販売会社又は指定参加者

の本・支店やその他の営業所に掲示し、電子

メールを利用して受益者に通知しなければ

ならない。 

1．投資運用担当者の変更がある場合、その

事実と変更後の投資運用担当者の運用経歴

（運用したファンドの名称、ファンド財産

の規模と収益率をいう。） 

2.～10．(省略) 

②(省略) 

③第2項の規定により資産保管・管理報告書

を交付する場合、販売会社又は指定参加者、

韓国預託決済院を通じて直接又は電子メー

ルの方法で交付しなければならない。但し、

受益者に電子メールアドレスがない等の場

合には、法第89条第2項第1号及び第3号の方

法による開示に替えることができ、受益者が

郵便発送を希望する場合は、それに従わなけ

ればならない。 

附則 (新設) 

 

 

 

 

附則 

第 1条(施行日) 本信託契約の変更は法によ

り訂正申告書の効力発生日に施行される。 

(投資信託会計期間及び投資信託分配金支

払いに関する変更、法改正事項の反映) 

 

以上 


