
 

平成２４年１２月１２日 

投 資 主 各 位 

証券投資信託証券発行者名 

                            東京都港区愛宕二丁目５番１号  

ベンチャービジネス証券投資法人  

                               代表者名 執行役員   田原  俊男  

                               （コード番号：8720 大証ベンチャーファンド市場） 

                     

                           資産運用会社名 

                             東京都港区愛宕二丁目５番１号  

三井住友アセットマネジメント株式会社 

                            代表者名 代表取締役社長 前田 良治 

                            問合せ先 ディスクロージャー部 三島 克哉  

                                    （ＴＥＬ 03-5405-0777） 

 

投資主総会（平成２４年１２月１２日開催）決議事項に関するお知らせ 

（規約の一部変更および役員の異動のお知らせ） 

 
平成24年12月12日開催の投資主総会において、下記の事項が承認、可決されましたのでお知らせ 

いたします。 

記 

決議事項 

   

第１号議案 規約一部変更の件 

本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は以下のとおりです。 

  

（1）本投資法人は存続期間を定めることにより、分配という最終的な選択肢を確保するこ 

とが投資主の皆様の利益にかなうものと判断し、所要の変更を行いました。 

なお、設定された存続期間の満了により本投資法人は解散することになり、これに伴

い本投資法人が発行する投資証券の上場は廃止されることになりますので、ご留意く

ださい。 

 

規約 ： 第４条（存立期間） 

〔変更後〕 

（存続期間） 

第４条 本投資法人の存続期間は、設立日から平成 27 年１月 31 日までとします。

 

（2）条文および条文中の見出しの変更や関係法令の改正に伴う変更その他表記の統一等の 

軽微な修正のため、所要の変更を行いました。 

規約 ： 第４条（存立期間） 

第７条（発行することができる投資口の総口数） 

第 22 条（運用資産に関する報告等） 

第 28 条（金銭の分配の方針） 

第 30 条（成立時の一般事務受託者、資産運用会社および資産保管会社） 

第 31 条（未公開有価証券の評価に関する業務の委託） 

 

（3）一般事務受託者の会社分割および一般事務受託者兼資産保管会社の合併に伴い、所要 

の変更を行いました。 

規約 ： 第 30 条（成立時の一般事務受託者、資産運用会社および資産保管会社） 

 

 



 

（4）上記（1）の変更のとおり投資法人の存続期間を定めることにより、本投資法人は、平 

成 27 年１月 31 日の同期間満了により解散することになります。ついては、本投資法 

人は今後適切なタイミングで株式等の保有資産を売却し換金を進めていくことになり 

ます。これにより、附則「資産運用の対象および方針」に定める運用資産に関する基 

本投資配分等の比率その他の運用方針を今後維持できなくなることも想定されるため、 

所要の変更を行いました。 

附則 ： 資産運用の対象および方針 

Ⅰ 資産運用の基本方針 

Ⅱ 資産運用の対象とする資産の種類、目的および範囲 

Ⅳ 有価証券投資 

  

                （5）社団法人投資信託協会が本年7月に一般社団法人への移行認可申請を行ったことから、 

当該移行後も同協会の本規約上の取扱いが不変であることを明確化するため、所要の変 

更を行いました。 

附則 ： 資産評価の方法および基準 

Ⅰ 運用資産評価の原則 

 

第２号議案 執行役員１名選任の件 

本件は、原案どおり承認可決され、新たに工藤修二氏が選任され就任いたします。 

なお、本議案における執行役員の任期は平成24年12月14日から２年間となります。 

 

第３号議案 監督役員２名選任の件 

本件は、原案どおり承認可決され、石田惠美、藤川裕紀子の両氏が再選され重任いたします。 

なお、本議案における監督役員の任期は平成24年12月14日から２年間となります。 

以 上 

（ご参考） 

投資主総会は、２年に１回以上開かれます。 

投資主総会では、規約の変更などの議案について決議を行います。 

規約変更の内容につきましては別紙をご参照願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

規約変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

変 更 後 変 更 前 
クローズド・エンド型投資法人 

ベンチャービジネス証券投資法人規約 
 

第１章 総 則 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（存続期間） 

第４条 本投資法人の存続期間は、設立日から平成27

年１月31日までとします。 

 

第５条 （略） 

 

第２章 投 資 口 

 

第６条 （略） 

 

（発行することができる投資口の総口数） 

第７条 （略） 

② （略） 

③ 本投資法人の投資口の発行価額の総額のう

ちに国内において募集される投資口の発行

価額の占める割合は、100分の50を超えるも

のとします。 

 

第８条～第12条 （略） 

 

第３章 資産運用 

 

第13条～第21条 （略）  

 

（運用資産に関する報告等） 

第22条 本投資法人が第30条Ⅱに基づき一般事務を

委託する一般事務受託者は、第27条に定める

毎決算日に損益計算を行い、運用資産に関す

る報告書等を作成して、これを本投資法人に

提出するものとします。 

② 執行役員は、前項に定める報告書等に基づ

き、本投資法人が第30条Ⅰに基づき一般事務

を委託する一般事務受託者を通じて法令に

定める計算書類等を作成し、当該計算書類等

を会計監査人に提出し、その監査を受けるも

のとします。 

③～⑤ （略） 

 

第23条～第25条 （略） 

 

第４章 資産評価および金銭の分配 

 

第26条～第27条 （略） 

クローズド・エンド型投資法人 

ベンチャービジネス証券投資法人規約 
 

第１章 総 則 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（存立期間） 

第４条 〔削  除〕 

 

 

第５条 （略） 

 

第２章 投 資 口 

 

第６条 （略） 

 

（発行することができる投資口の総口数） 

第７条 （略） 

② （略） 

③ 本投資法人が発行する投資口の払込金額の

総額のうちに国内において募集される投資

口の払込金額の占める割合は、100分の50を

超えるものとします。 

 

第８条～第12条 （略） 

 

第３章 資産運用 

 

第13条～第21条 （略）  

 

（運用資産に関する報告等） 

第22条 本投資法人が第30条Ⅱに基づき一般事務を

委託する一般事務受託者は、第27条に定める

毎決算日に損益計算を行い、運用資産に関す

る報告書等を作成して、これを本投資法人に

提出します。 

② 執行役員は、前項に定める報告書等に基づ

き、本投資法人が第30条Ⅰに基づき一般事務

を委託する一般事務受託者を通じて法令に

定める計算書類等を作成し、当該計算書類等

を会計監査人に提出し、その監査を受けま

す。 

③～⑤ （略） 

 

第23条～第25条 （略） 

 

第４章 資産評価および金銭の分配 

 

第26条～第27条 （略）  



 

変 更 後 変 更 前 
 

（金銭の分配の方針） 

第28条 本投資法人は、年１回、以下の方針に基づき

金銭の分配を行います。 

  Ⅰ 金銭の分配の方針 

イ．～ハ. （略） 

 

Ⅱ 利益を超えた金銭の分配 
本条Ⅰにかかわらず、分配可能金額が配当可
能利益金額の100分の90以下である場合、投
資法人の課税の特例の適用要件を充足する
目的で、出資総額または出資剰余金の額か
ら、本投資法人が決定した金額を出資の戻し
として分配可能金額を超えて金銭で分配す
ることができるものとします。 

Ⅲ 分配金の分配方法 

分配金は金銭により分配するものとし、決算

日現在の最終の投資主名簿に記録のある投

資主または登録投資口質権者を対象に、投資

口の所有口数または登録投資口質権者の有

する質権の目的である投資口の口数に応じ

て分配するものとします。 

Ⅳ 分配金の時効等 

前項に規定する分配金はその支払開始の日
から満３年を経過したときは、本投資法人は
その支払の義務を免れるものとします。な
お、未払分配金には利息を付さないものとし
ます。 

 

第29条 （略） 

 

第５章 成立時の一般事務委託、資産運用委託および

資産保管委託等 

 

（成立時の一般事務受託者、資産運用会社および資産保管

会社） 

第30条 （略） 

Ⅰ 一般事務受託者 

イ．名称…株式会社だいこう証券ビジネス 

（現一般事務受託者の名称：三菱ＵＦＪ信託

銀行株式会社） 

ロ．住所…大阪府大阪市中央区北浜二丁目４

番６号 

（現一般事務受託者の住所：東京都千代田区

丸の内一丁目４番５号） 

ハ．～ヘ． （略） 

 

Ⅱ 一般事務受託者 

イ．名称…住友信託銀行株式会社 

（現一般事務受託者の名称：三井住友信託銀

行株式会社） 

ロ．住所…大阪府大阪市中央区北浜四丁目５

番33号 

（現一般事務受託者の住所：東京都千代田区

 

（金銭の分配の方針） 

第28条 本投資法人は、年１回、以下の方針に基づき

金銭の分配を行います。 

 

イ．～ハ. （略） 

 
 

②  前項にかかわらず、分配可能金額が配当可
能利益金額の100分の90以下である場合、投
資法人の課税の特例の適用要件を充足する
目的で、出資総額または出資剰余金の額か
ら、本投資法人が決定した金額を出資の戻
しとして分配可能金額を超えて金銭で分配
することができるものとします。 

③ 分配金の分配方法 

分配金は金銭により分配するものとし、決算

日現在の最終の投資主名簿に記録のある投

資主または登録投資口質権者を対象に、投資

口の所有口数または登録投資口質権者の有

する質権の目的である投資口の口数に応じ

て分配するものとします。 

④ 分配金の時効等 

前項に規定する分配金はその支払開始の日

から満３年を経過したときは、本投資法人は

その支払の義務を免れるものとします。な

お、未払分配金には利息を付さないものとし

ます。 

 

第29条 （略） 
 
第５章 成立時の一般事務委託、資産運用委託および

資産保管委託等 

 

（成立時の一般事務受託者、資産運用会社および資産保管

会社） 

第30条 （略） 

Ⅰ 一般事務受託者 

イ．名称…株式会社だいこう証券ビジネス 

 

 

ロ．住所…大阪府大阪市中央区北浜二丁目４

番６号 

 

 

ハ．～ヘ． （略） 

 

Ⅱ 一般事務受託者 

イ．名称…住友信託銀行株式会社 

 

 

ロ．住所…大阪府大阪市中央区北浜四丁目５

番33号 

 



 

変 更 後 変 更 前 
丸の内一丁目４番１号） 

ハ．～ヘ． （略） 

 

Ⅲ 資産運用会社 

イ．名称…スミセイ グローバル投信株式会

社 

（現資産運用会社の名称：三井住友アセット

マネジメント株式会社） 

ロ．住所…東京都中央区日本橋兜町１番８号

（現資産運用会社の住所：東京都港区愛宕二

丁目５番１号） 

 

ハ．～ヘ． （略） 

 

Ⅳ 資産保管会社 

イ．名称…住友信託銀行株式会社 

（現資産保管会社の名称：三井住友信託銀行

株式会社） 

ロ．住所…大阪府大阪市中央区北浜四丁目５

番33号 

（現資産保管会社の住所：東京都千代田区丸

の内一丁目４番１号） 

ハ．～ヘ． （略） 

 

（未公開有価証券の評価に関する業務の委託） 

第31条 （略） 

イ．名称…株式会社日本未公開企業研究所 

（現受託者の名称：株式会社みずほ証券リサ

ーチ＆コンサルティング） 

ロ．住所…東京都中央区八重洲２丁目４番１

号 

（現受託者の住所：東京都中央区日本橋一丁

目17番10号） 

 

 

ハ．～ヘ． （略） 

 

第６章 機関  （略） 

 

第７章 その他 （略） 

 

以 上

資産運用の対象および方針 

ベンチャービジネス証券投資法人（以下「本投資法人」

といいます。）規約第13条に基づき別に定める資産運用の

対象および方針は、次のものとします。 

 

Ⅰ 資産運用の基本方針 

本投資法人に属する資産（以下「運用資産」といいま

す。）の運用は、わが国の株式（金融商品取引法第２

条第１項第９号に定めるものをいいます。以下同じ。）

を中心に投資し、運用資産の中長期的な成長を目指し

 

ハ．～ヘ． （略） 
 

Ⅲ 資産運用会社 

イ．名称…スミセイ グローバル投信株式会

社 

 

 

ロ．住所…東京都中央区日本橋兜町１番８号

（現：三井住友アセットマネジメント株

式会社 東京都港区愛宕二丁目５

番１号） 

ハ．～ヘ． （略） 

 

Ⅳ 資産保管会社 

イ．名称…住友信託銀行株式会社 

 

 

ロ．住所…大阪府大阪市中央区北浜四丁目５

番33号 

 

 

ハ．～ヘ． （略） 

 

（未公開有価証券の評価に関する業務の委託） 

第31条 （略） 

イ．名称…株式会社日本未公開企業研究所 

 

 

ロ．住所…東京都中央区八重洲２丁目４番１

号 

（現：株式会社みずほ証券リサーチ＆コ

ンサルティング 東京都中央区日

本橋一丁目17番10号） 

 

ハ．～ヘ． （略） 

 

第６章 機関  （略） 

 

第７章 その他 （略） 

 

以 上

資産運用の対象および方針 

ベンチャービジネス証券投資法人（以下「本投資法人」

といいます。）規約第13条に基づき別に定める資産運用の

対象および方針は、次のものとします。 

 

Ⅰ 資産運用の基本方針 

本投資法人に属する資産（以下「運用資産」といいま

す。）の運用は、わが国の株式（金融商品取引法第２

条第１項第９号に定めるものをいいます。以下同じ。）

を中心に投資し、運用資産の中長期的な成長を目指し

 



 

変 更 後 変 更 前 
ます。 

投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく有限

責任組合員の出資の持分を含めた未公開企業の発行す

る株式等（以下「未公開株式等」といいます。）およ

び金融商品取引所上場後５年以内の株式等への投資額

（以下「株式等投資額」といいます。）を運用資産の

70％以上とし、かつ、未公開株式等への投資額を株式

等投資額の50％以上とすることを基本投資配分としま

す。 

また、わが国の地方経済の発展および地方分権への流

れを中長期的に捉え、その中心となると考えられる大

阪府下（事業活動の拠点がある場合を含みます。）の

未公開株式等に運用資産の20％プラス・マイナス５％

程度を投資するものとします。ただし、上限について

はこれを超えることがあります。 

なお、投資する未公開企業の公開時、投資環境の急変

時および本投資法人の存続期間満了に向けた対応等の

ため並びに本規約第28条ⅠおよびⅡを遵守するため

に、上記基本投資配分等の比率が維持されないことが

あります。 

 

Ⅱ 資産運用の対象とする資産の種類、目的および範囲 

① 特定資産 

ａ種類および目的 （略） 

 

ｂ範囲 

わが国の株式をはじめとする金融商品取引法上の有

価証券への投資を、運用資産の純資産総額の50％超

とします。ただし、本投資法人の存続期間満了に向

けた対応等の運用上やむを得ない事情があるとき

は、この限りではありません。 

 

② 特定資産以外の資産 （略） 

 

Ⅲ 運用制限 （略） 

 

Ⅳ 有価証券投資 

本投資法人は、その運用資産を主として有価証券に対

する投資として運用することを目的とします。ただし、

本投資法人の存続期間満了に向けた対応等の運用上や

むを得ない事情があるときは、この限りではありませ

ん。 

 

Ｖ 資産の貸付け （略） 

 

 

資産評価の方法および基準 

ベンチャービジネス証券投資法人（以下「本投資法

人」といいます。）規約第26条第１項に基づき別に定

める資産評価の方法および基準は、次のものとしま

す。以下では、本投資法人に属する資産を運用資産と

いいます。 

 

ます。 

投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく有限

責任組合員の出資の持分を含めた未公開企業の発行す

る株式等（以下「未公開株式等」といいます。）およ

び金融商品取引所上場後５年以内の株式等への投資額

（以下「株式等投資額」といいます。）を運用資産の

70％以上とし、かつ、未公開株式等への投資額を株式

等投資額の50％以上とすることを基本投資配分としま

す。 

また、わが国の地方経済の発展および地方分権への流

れを中長期的に捉え、その中心となると考えられる大

阪府下（事業活動の拠点がある場合を含みます。）の

未公開株式等に運用資産の20％プラス・マイナス５％

程度を投資するものとします。ただし、上限について

はこれを超えることがあります。 

なお、投資する未公開企業の公開時、投資環境の急変

時等並びに本規約第28条第１項および第２項を遵守す

るために、上記基本投資配分の比率が維持されないこ

とがあります。 

 

 

Ⅱ 資産運用の対象とする資産の種類、目的および範囲 

① 特定資産 

ａ種類および目的 （略） 

 

ｂ範囲 

わが国の株式をはじめとする金融商品取引法上の有

価証券への投資を、運用資産の純資産総額の50％超

とします。 

 

 

 

② 特定資産以外の資産 （略） 

 

Ⅲ 運用制限 （略） 

 

Ⅳ 有価証券投資 

本投資法人は、その運用資産を主として有価証券に対

する投資として運用することを目的とします。 

 

 

 

 

Ｖ 資産の貸付け （略） 

 

 

資産評価の方法および基準 

ベンチャービジネス証券投資法人（以下「本投資法

人」といいます。）規約第26条第１項に基づき別に定

める資産評価の方法および基準は、次のものとしま

す。以下では、本投資法人に属する資産を運用資産と

いいます。 

 



 

変 更 後 変 更 前 
Ⅰ 運用資産評価の原則 

①～④ （略） 

 

⑤ 運用資産の評価方法および評価額は開示を

原則とします。 

なお、本投資法人の決算にあたって作成する計算

書類等は、「投資信託及び投資法人に関する法

律」（以下「投信法」といいます。）、「投資法人の

計算に関する規則」、社団法人投資信託協会（一

般社団法人に移行した場合には、当該一般社団法

人に移行した後の法人とする。以下本附則におい

て同じ。）の評価規則、本投資法人規約および一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従

い作成されるものとします。 
 

Ⅱ 金融商品取引所に上場されている有価証券

（略） 

 

Ⅲ 上場予定有価証券 （略） 

 

Ⅳ 未公開株式等 （略） 

 

Ｖ 投資事業組合の出資持分 （略） 

 

Ⅵ その他 （略） 

 

Ⅰ 運用資産評価の原則 

①～④ （略）  

 

⑤ 運用資産の評価方法および評価額は開示を

原則とします。 

なお、本投資法人の決算にあたって作成する計算

書類等は、「投資信託及び投資法人に関する法

律」（以下「投信法」といいます。）、「投資法人の

計算に関する規則」、社団法人投資信託協会の評

価規則、本投資法人規約および一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に従い作成されるも

のとします。 
 
 

 

Ⅱ 金融商品取引所に上場されている有価証券

（略） 

 

Ⅲ 上場予定有価証券 （略） 

 

Ⅳ 未公開株式等 （略） 

 

Ｖ 投資事業組合の出資持分 （略） 

 

Ⅵ その他 （略） 

 
以 上 


